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№７２-1平成２０年１０月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

特定健康診断のお知らせ

秋田県総合保健事業団では、政府管掌・共済組合

等健康保険に加入されている扶養の方で、特定健康診

査の未受診者を対象に下記の日程で特定健康診査を

行います。受診の際は、健康保険者から発行された
と を必ず会「特定健康診査受診券」 「健康保険証」

場に持参してください。

■日程：

実施月日 │曜日│ 健 診 会 場 │ 受付時間

１０月１６日│ 木 │田沢湖地区 │PM1:00～2:00
│ │就業改善センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

１０月１７日│ 金 │田沢湖地区 │PM1:00～2:00
│ │田沢湖開発センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

１０月２０日│ 月 │西木地区 │PM1:00～2:00
│ │西木開発センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

１０月２１日│ 火 │西木地区 │PM1:00～2:00
│ │西木開発センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

１０月２８日│ 火 │角館地区 │PM1:00～2:00
│ │角館交流センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

１０月２９日│ 水 │角館地区 │PM1:00～2:00
│ │角館交流センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

１０月３１日│ 金 │角館地区 │PM1:00～2:00
│ │角館交流センター│PM3:00～4:00１０月１６日 木

加入保険によって違いますので、受診券を■受診料：
ご確認ください。

県外の医療保険者が発行した受診券をお■その他：
持ちの方は受診できない場合がありますので、事前
に健診機関にお問い合わせください。

（財）秋田県総合保健事業団県南健診センター■問合せ：
TEL０１８７（８４）３８１１

(９／１５号再掲)

訂 正 と お 詫 び

特定健康診断のお知らせの中で９月１５日号の
「国保加入者は受診料無料」と掲載しましたが、国保加
入者は受診の対象になりませんので、訂正してお詫び
申し上げます。

第２７回 角 館 盆 栽 展

松柏を中心に３０席展示。呈茶席を用意し、ご来場を
お待ちしております。

１０月１７日（金）～１９日（日）■日時：
９時～１７時 最終日は９時～１４時
角館交流センター■会場：

ＴＥＬ（５５）２５０３■連絡先：加藤

仙北市

「第１０回 田沢湖ツーデーマーチ」

ご家族やお友達とウォーキングを
楽しみませんか。コースは体力にあ
わせてお選びください。コースには
飲み物のサービスもあります。多
数のご参加をお待ちしております。

１０月４日（土）～５日（日）■期日：
参加費 一般１，０００円■参加料：
当日の受付は白浜会場で（ ）の時刻まで■申込受付：
となります。

・ ４０ (６：３０) ２２ (９：１５) １２ ５ (９：４５)１日目： km km km km
・ ３０ (７：１５) ２０ (８：１５) １０ ５ (９：１５)２日目： km km km km

TEL（５８）００６３■問合せ：田沢湖観光協会
(８／１５号再掲)

ジブリの絵職人 男鹿和雄展
◇ ◇好 評 開 催 中 ！
スタジオジブリの「となりのトトロ」などで美術監督を

務めた男鹿和雄さんの展覧会が開催されています。
男鹿さんは、大仙市太田町出身で、角館高校を卒業後、

東京でアニメーションの背景画を数多く描き、１９８７年
「となりのトトロ」の制作からスタジオジブリに参加。

「 」「 」「 」以降 おもひでぽろぽろ 平成狸合戦ぽんぽこ もののけ姫
で美術監督を務められました。
「となりのトトロ」の背景画など、男鹿さんの作品約３００点
が展示されていますので、皆さんのご来場をお待ちしております。

～１１月４日（火）まで■会期:
午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）

角館町平福記念美術館■会場:
一般７００円、高校生５００円、小・中学生２００円■入館料:

（市内の小・中学生無料）

※会期後半は混雑する事が予想されますので、お早めにご来場ください。
また、来場者が多くなる休日などは、お客様の安全、鑑賞しやすい環境を
保つ為、入場制限をする場合があります。ご協力をお願いいたします。

◇ ◇関 連 イ ベ ン ト ・ 協 賛 イ ベ ン ト

「男鹿和雄 第二楽章展 広島、長崎、そしてウミガメと少年まで」
～１１月４日（火）まで■会期:
新潮社記念文学館■会場:
「第二楽章展」からピエゾグラフ６０点を展示■内容:
男鹿和雄展チケットで入場できます(通常３００円)■入場料:

特別展示
～１１月４日（火）まで■会期:
安藤醸造元本店「文庫蔵」■会場:
スタジオジブリの協力により秋田に馴染みの深い原画を展示■内容:
無料■入場料:

男鹿和雄さんと抱返り渓谷を楽しむ会
１０月１２日（日）午前１０時～午後２時３０分■日時:
抱返り渓谷特設会場■場所:

大人１,０００円・子供(小学生以下)５００円■参加費(昼食代):
男鹿さんと楽しむ写生会＆なべっこです■内容:

※先着１００名限定■申込:１０月５日まで

■お問合せ: 平福記念美術館内
男鹿和雄展実行委員会事務局

仙北市角館町表町上丁4-4 ＴＥＬ（５４）３８８８
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「玉川流域 文教の地散策ツアー」
観光モニター募集

仙北市商工会では、観光客誘致対策の一つとして、
歩いてその地の歴史や文化に触れることのできる観光

コースづくりを進めています。

本年は「玉川流域 文教の地散策ツアー」と題して、

玉川流域と文教の地を訪ねるコースです。
市民の皆さまもお誘い合わせのうえご参加ください。

１０月２２日（水）・２３日（木） １泊２日■期日：

（羽後交通バス貸切りにて）■集合場所、時間：
ＪＲ秋田駅東口５番乗場 ７：４０集合（８：００出発）

ＪＲ田沢湖駅前 １０：２０秋田発バスと合流し出発

先着４０名■募集定員：

※お子様同伴はご遠慮下さい
一人１５，０００円■参加費：

田沢地区→乳頭温泉（泊）→■行程（主なコース ：）

抱返り渓谷→旧白岩街道→角館の文人功績散策

（田町武家屋敷、新潮社記念文学館等）
※詳しい内容、日程については、申込時にお知らせします。

※定員になり次第終了■申込締切：１０月１４日（火）

仙北市商工会 角館本所■申込、問合せ：
〒０１４－０３２７ 仙北市角館町上新町４３－１

TEL（５４）２３０４／FAX（５４）２３０５

E-mail：kakunodate@shoko.skr-akita.or.jp

東北電力より愛犬家の皆さまへのお願い

東北電力では、検針員がメーター（計量器）の検針に

お伺いしておりますが、犬に吠えられて検針ができなか

ったり、他の地域ですが、犬に噛みつかれる

といった事故も発生しております。
愛犬家の皆さまには、検針作業

へのご理解とあわせて愛犬の管理

にご配慮いただき、事故の未然防止

にご協力をお願いいたします。
なお、東北電力の検針員がお伺いする検針日は、地

域によって異なりますので「電気使用量のお知らせ」に

てご確認ください。
東北電力大曲営業所お客さまセンター■問合せ：

TEL０１２０（１７５）４６６フリーダイヤル

平成２０年度

古文書解読研究会のお知らせ

参加は無料です。お気軽にご参加ください。

１０月２１日（火）午後１時３０分～■日時：

仙北市総合情報センター ２階学習室■会場：
（仙北市角館町田町上丁２３番地）

嵯峨稔雄氏（秋田県公文書館嘱託）■講師：
とし お

秋田藩初期の手紙を読む■解読資料：

～「秋田藩家蔵文書」などから～
電話にて申し込み可（先着３０名）■参加申込：

TEL（５４）１１１０■問合せ：仙北市角館公民館

TEL（４３）３３３３仙北市総合情報センター

裁 判 所 見 学 会

小学生の皆さんに、裁判所についてもっと知ってもら
うために、親子見学会を開催します。裁判所の法廷な
どを見学して、裁判官の服を着て記念撮影をしたり、実
際の法廷で模擬裁判を体験できます。

１０月１９日（日）午後１時～３時■日時：
小学生高学年とその保護者の方（定員４０人）■対象：
秋田地方裁判所大曲支部■会場：

秋田地方裁判所大曲支部■問合せ：
TEL０１８７（６３）２０３３

あきた学地域講座美の国カレッジ
「仙北ふるさと紀行」

～秋田を学ぶ 地域を学ぶ～
「仙北ふるさと紀行」■テーマ：

角館交流センター（ ）■会場： TEL（５４）１００３

■日時・内容等：

①１０月１１日（土） １３：００～１５：００
開講式・オリエンテーション・記念講演「角館の歴史
とまちづくり ～みんなの力でできた城下町～」

②～③は別会場:紙風船館（内容下記に）
④１１月８日（土） １０：００～１１：３０

「北浦一揆の真実 ～農業・農村の歴史に学ぶ～」
⑤１１月８日（土） １３：００～１４：３０
「武家屋敷・岩橋家 角館冬がたり ～いろりを囲んで
冬を語る～」【現地学習】

⑥１１月２２日（土） １０：００～１１：３０
「仙北の観光と民俗を考える ～民俗と地域の関わり～」

⑦１１月２２日（土） １３：００～１４：３０
「北東北広域連携 ～仙北の自立と発信～」

紙風船館（ ）■会場： TEL（４９）２２０１

■日時・内容等：

②１０月２５日（土） １０：００～１１：３０
「紙風船の科学 ～民俗行事のサイエンス～」

③１０月２５日（土） １２：２０～１３：５０
「稀少淡水魚の危機的状況 ～幻の魚 クニマス
を繰り返すな!～」

※１０月２５日の日程(午後の部)は、秋田内陸線の時刻に
合わせ特別日程になります。

２，４００円■受講料：
５０人■定員：

■スポット受講：
１コマのみの受講も可能です（１コマ４００円）
希望する講座開催日の２週間前までに申し込みください。

FAX E-mail■申込方法：申込書・電話・ ・
秋田県生涯学習センター■申込先：

■案内（開催要項・申込書）の設置場所：
市町村教育委員会・公民館

秋田県生涯学習センター■問合せ・案内の請求：
〒０１０－０９５５ 秋田市山王中島町１－１
ＴＥＬ０１８（８６５）１１７１／FAX０１８（８２４）１７９９
Ｅ-ｍａｉｌ ｓｇｃｅｎ００２＠ｍａｉｌ２.ｐｒｅｆ.ａｋｉｔａ.ｊｐ

(９／１５号再掲)

訂 正 と お 詫 び

９月１５日号にあきた学地域講座（上記同内
に関して掲載いたしましたが、電話・FAX・Eメール容）

の連絡先が記載されておりませんでしたので訂正して
お詫び申し上げます。
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認知症の方を抱える家族のつどい

認知症の方を自宅で介護されている家族の皆様は、様

々な悩みを抱えていることが多いと思います。

「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続ければいい

のか」など、その思いは深く複雑なのではないでしょうか。

一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じよう

な経験をしている者どうしで、自由に話して楽になりま

せんか。皆様の参加をお待ちしています。

平成２０年１０月６日（月）■日時:

午前１０時～１１時３０分■時間:
西木保健センター■場所:

認知症の介護についての情報交換■内容:

「こころ」と「からだ」のリラックス法

認知症の方を介護している家族■対象:
ＴＥＬ（４３）２２８３■問合せ:仙北市包括支援センター

障害者に勇気を！

「ふるさとをください」映画上映会

～障がいのある人たちが地域で暮らす大切さを伝えたい～

障害者を見つめなおすきっかけになる映画です。
大路恵美・ベンガル・鳥丸せつこ・中山仁・■出演者：

石井めぐみ・藤田弓子 他

ジェームス三木■脚本：

１１月８日（土）午後６時３０分より■上映日時：
仙北市角館交流センター（角館町中菅沢）■会場：

大人１，０００円（当日１，２００円）■入場料：

子供５００円（当日６００円）
※入場券の販売所は、下記に問い合わせください。

■問合せ：

TEL（５４）２４２２指定障がい福祉サービス事業所愛仙

TEL（５４）４３５０仙北市手をつなぐ育成会 田口

抱返り紅葉祭出店者募集

恒例の抱返り紅葉祭が１０月１０日（金）から１１月９

日（日）まで開催されますので、
下記の内容で出店される方を募集いたします。

１店舗１品目３，０００円（販売■負担金:

品目追加１種につき１，０００円加算）

１０月７日（火）■申込締切:
保健所等の必要な許可は各自取得の■許可等:

うえ、許可証を添付してお申し込み下さいますようお

願いします。
※出店は市内在住の方を優先とし、ご希望の方が多数

の場合、スペースの都合により抽選になる場合があ

りますのでご了承ください。

抱返り紅葉祭実行委員会（田沢湖観■問合せ・申込：
光協会内 ）ＴＥＬ（５８）００６３

※申込用紙は観光課（ ）にもあります。ＴＥＬ（４３）３３５２

仙北市産業祭特産品料理コンクール

産業祭では、米・米粉を使ったご自慢の料理・お菓子

を募集します。皆さんふるってご応募ください。

入賞者の方には、素敵な商品をご用意しています。

仙北市に住所を有する方■応募資格：

応募用紙に記入の上、１０月２０日■応募方法・応募締切：

（月）まで農林課に申し込みください。応募用紙は、市役所

各総合窓口及びＪＡ営農センター各支店にあります。

出品物は、１０月２４日（金）８：３０～１０：００■搬入方法：

の間に、角館東公民館体育館に搬入ください。

ＴＥＬ（４３）２２０６■問合せ：仙北市農林課政策調整係

「元気なふるさと秋田づくり」
県 民 運 動 顕 彰 事 業

地域づくり活動に、自主的・主体的に取り組んでいる
団体・個人を募集します。

応募いただいた中から受賞者を決定し、表彰いたします。

１０月３１日（金）まで■募集期間：

仙北市内にある団体・個人で、次の要件■募集対象：

を満たすもの

①地域において、地域のための活動に継続的に取り

組んでいること。

②その活動が今後も地域で広がることが見込まれ、

他の模範となっていること。

表彰を受けようとする団体・個人は、推薦■募集方法：

調書を仙北地域振興局に提出してください（他薦も可）

秋田県仙北地域振興局 企画振興班■連絡先：

TEL０１８７（６３）５１１４

神 代地区
チャリテー敬老会

～ 長 寿 を 祝 う 会 ～
合併後なくなってしまった敬老会を復活して欲しいと

多くのご要望に応えて神代地区の団体が力を合わせて
手造りの敬老会を開催することになりました。

お年寄りはもちろん、若い人でも大歓迎です。是非お
誘い合わせの上ご来場ください。

１０月１３日午前１１時～■日時：
神代体育館■会場：

お一人様９００円（お弁当付き）■前売チケット：

お一人様５００円（お弁当は付きません）■当日チケット：
■お楽しみアトラクション：

民 謡 民謡日本一 熊谷信子
お囃子 神代松竹会
踊り手 高橋キヌ子社中
新舞踊 神代地区の有志の皆さん

神代地区老人クラブ協議会・神代地区市民会議・■共催：
神代婦人会・交通安全母の会神代支部

お近くの神代地区老人クラブ会員まで■問合せ：
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求人情報ハローワーク角館
※求人への応募には、ハローワーク角館が発行する紹介状が

必要です。直接、事業所へ連絡をすることはできません。

■問合せ：ハローワーク角館 ＴＥＬ（５４）２４３４

①求人№ ②職種 ③年齢 ④賃金（パートタイム求人の場合
は、時間給です）⑤就業場所 ⑥必要な免許・資格

①０５０４１ ８４３５８１②看護師（正社員）急募(常雇)正社◆ -
員③不問④１７５，０００～２２０，０００⑤大仙市⑥看護師ま

たは准看護師 ①０５０４１ ８４４４８１②相談員（介護等）急◆ -
募(常雇)正社員③不問④１３０，０００～１６０，０００⑤大仙市

⑥普通自動車免許一種 介護支援専門員、介護福祉士、社

会福祉主事又は同等の資格 ①０５０４１ ８４５７８１②看護◆ -
師(常雇)パート労働者③不問④８００～１，２００⑤大仙市⑥

看護師または准看護師 ①０５０４１ ８４６８８１②土木技術◆ -
者【急募】常雇(正社員)③不問④１８０，０００～２５０，０００⑤

大仙市⑥普通自動車免許一種 土木施工管理技士１級また

は土木施工管理技士２級 ①０５０４１ ８４７２８１②ホーム◆ -
ヘルパー(常雇)パート労働者③不問④８００～８００⑤仙北市

-⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパー２級 ①０５０４１◆

８４８１８１②土地改良区一般事務(臨時４ヶ月以上)正社員以

外③不問④１２１，０００～１２１，０００⑤大仙市⑥普通自動

車免許一種 ①０５０４０ ２２２４６８１②（派）製造工「大仙◆ -
市」臨時４ヶ月以上(登録型派遣)③不問④１３０，７２０～１３

０，７２０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種(通勤用） ①０５◆

０４１ ８５０９８１②ヘルパー２級以上及び介護事務(臨時４ヶ-
月以上)正社員以外③不問④１３０，０００～１３５，０００⑤大

仙市⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパー２級 ①０５０◆

４１ ８５１５８１②雑務員(常雇)正社員③不問④１５０，０００～-
２００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８◆ -
５２４８１②接客係(常雇)パート労働者③不問④７５０～９５０

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ８５３７８１②アイロン工【急◆ -
募】常雇(正社員)③不問④１１１，５０４～１３８，０００⑤仙北

市⑥不問 ①０５０４１ ８５４８８１②一般製造工程(常雇)正◆ -
◆社員③不問④１２５，１２０～１２５，１２０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ８５５２８１②事務員(臨時４ヶ月以上)正社員以外-
③不問④１１８，８００～１３２，０００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１ ８５６１８１②フロア製造工(常雇)正社◆ -
員③不問④１２０，０００～１９２，０００⑤大仙市⑥不問 ①０◆

５０４１ ８５７０８１②土木作業員(臨時４ヶ月以上)正社員以-
外③不問④１３２，０００～１５４，０００⑤仙北市・仙北市⑥普

通自動車免許一種 ①０５０４１ ８５８３８１②清掃および雑◆ -
務(臨時４ヶ月未満)パート労働者③不問④７００～７００⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１ ８５９６８１②現場管理者(常雇)正◆ -
社員③不問④２５０，０００～３００，０００⑤大仙市⑥普通自

動車免許一種 建築施工管理技士１級または建築施工管理

技士２級 ①０５０４１ ８６０４８１②介護員(臨時４ヶ月以上)◆ -
パート労働者③不問④８２０～８２０⑤仙北市⑥介護福祉士

またはホームヘルパー２級以上 ①０５０８０ １２３４８８１②◆ -

【請】従業員食堂賄い係常雇(正社員以外)③不問④１３１，３

５０～１５９，５６０⑤仙北市⑥不問 ①０５０８０ １２２８１８１◆ -
②【請】清掃係常雇(正社員以外)③不問④１１２，７００～１１

５，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４０ ２２２７４８１②(派）液◆ -
晶パネル組立及び検査「仙北市」臨時４ヶ月以上(登録型派

遣)③不問④１２３，２００～１３２，０００⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種(通勤用） ①０５０４０ ２２４４４８１②配送、倉庫◆ -
整理(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④１３４，４００～１３

４，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４０ ２２１◆ -
６６８１②(派）液晶の目視検査「田沢湖」(臨時４ヶ月以上)登

録型派遣③不問④１２６，０００～１２６，０００⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４０ ２２３９２８１②測量全般(臨時４ヶ月未満)正◆ -
社員以外③不問④１４９，５００～２５３，０００⑤大仙市、仙北

市⑥普通自動車免許一種 測量士又は測量士補 ①０５０◆

４０ ２２２５９８１②事務補助(臨時４ヶ月未満)パート労働者③-
不問④７６０～７６０⑤大仙市⑥不問

※平成２０年９月１２日～９月１８日の間にハローワーク角館
に申込みのあった求人情報です。なお、既に決定している

場合がありますので、詳しい情報については、「ハローワーク
角館」 にお問い合わせ下さい。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

多重債務者無料合同相談会

県では、弁護士会、司法書士会、警察等と協力して、

多重債務問題に取り組んでいますが、このたび、「多重

債務者相談強化キャンペーン」に併せて、合同相談会

を実施します。多額の借金でお困りの方、一日も早い
問題解決のために弁護士・司法書士など専門家のアド

バイスに耳を傾けてみませんか。

（相談時間いずれも１０：００～１６：００）■日時・場所：

・ 大仙市女性センター１０月１２日（日）

TEL０１８７（６３）１１１１大仙市大曲大町７番６号
・ 平鹿地域振興局１０月１９日（日）

TEL０１８２（３５）２１１１横手市旭川一丁目３番４１号

弁護士、司法書士が面談対応■相談方法：
当日は、契約書など借入関係がわかる

書類等を持参してください。

■予約受付：

原則予約制とし、実施日前週の金曜日まで申込みい
ただき相談時間を決定します。（祝日を除く月曜日か

ら金曜日の午前９時から午後５時まで）
(９／１号再掲)

さりげなくきもの姿のおもいでを

秋の角館をきもの姿で散策しましょう。自由参加、参
加費不要、着付けもできます。ご家族・お友達・お一人
様など、気軽に参加ください。

１０月１２日（日）午前９時～午後４時（雨天決行）■日時：
角館交流センター（駅から３分、駐車場有）■集合場所：
１１時（出発後は自由行動）■出発時間：

※施設見学、食事などの経費は自己負担です。
ＴＥＬ（５３）３０７９■連絡先：高橋
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№７２-２平成２０年１０月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

新規高校卒業予定者全県合同就職面接会

若い人材の確保・育成により活力あるふるさとづくりを！

現在、参加事業所を募集しております。希望される場

合は、 までに参加申込書によりお申し込１０月３１日(金)

みください。（Eメール・FAX・郵送のいずれかの方法で

雇用労働政策課にお申し込みください。申込書は県公

式Webサイト「美の国あきたネット」雇用労働政策課ホ

ームページからダウンロードできます。）

１１月２６日（水）午後１時～４時（受付正午～）■日時：

秋田ビューホテル ４階 飛翔の間■場所：

◎平成２１年３月高校卒業予定の就職希望者■対象：

◎新規高卒者の採用を予定している県内事業所

県内企業と個別面談・ハローワーク職員による就職■内容：

面談・県内企業の資料提供

秋田県・秋田労働局・秋田教育委員会・■主催：

県内各ハローワーク

■申込み・問合せ：

秋田県雇用労働政策課Aターン・若年者支援班

TEL０１８（８６０）２３３６ FAX０１８（８６０）３８３３

Eメール syokuan＠mail２．pref．akita．jp

１０月は「骨髄バンク推進月間」です
～ あ な たの 善 意 が 命 を 救 う～

骨髄移植は、白血病や重症再生不良性貧血等の患

者さんへの有効な治療法です。骨髄バンクへの登録を
お願いします。

大仙保健所の「骨髄バンク登録窓口」のお知らせ

第１木曜日９：００～１０：３０■日時（毎月 ：）

第３木曜日１０：３０～１２：００

大仙保健所（大仙市大曲上栄町１３－６２）■場所：

■ドナー登録できる方：

①年齢が１８歳以上５４歳以下で健康な方

②体重が、男性４５ｋｇ以上女性４０ｋｇ以上の方

③骨髄提供の内容を十分に理解している方

※骨髄を提供できる年齢は２０歳以上５５歳以下です。

※２ｍｌの採決で登録終了です。

登録希望の方は、事前に予約が必要です。■申込：

TEL０１８７（６３）３４０３■担当：大仙保健所 健康・予防班

仙北市
高齢者のインフルエンザ予防接種のお知らせ

６５歳以上の方、６０歳以上６５歳未満の慢性高■対象者：

度心・肺・腎機能等不全者

上記の内接種を希望する方
平成２０年１０月１５日～平成２１年１月３１日■接種期日：

インフルエンザは個別接種となります。■接種機関：

かかりつけの医師等に相談の上、接種してください。

予約が必要な場合もありますので、ご確認ください。
◎予防接種協力医療機関（仙北市内）

医 療 機 関 名 │ 電話番号

市立角館総合病院 │５４－２１１１
今村内科循環器科医院 │５３－２５１０

おおさわ胃腸科内科クリニック │５２－１１３３
鬼川医院 │５４－２０６１
佐藤医院 │５４－２０５５

野々部外科内科医院 │５４－２３３７
大野医院 │５３－２０６６

市立田沢湖病院 │４３－１１３１
仙北市国民健康保険神代診療所 │４４－２１１８
かとうファミリークリニック │４３－２１２３

高橋医院 │４３－１５１５
橋本整形外科医院 │５４－１２５５
仙北市西明寺診療所 │４７－２１２３
※仙北市以外の協力医療機関については、各医療

機関にお問合せください。

それぞれの医療機関で違いがあります。■接種料金：

仙北市在住の方は、１ ０００円の助成があります。,
保険証・診察券（ある方）■持ち物：
医療機関に予約の際、ご確認ください。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

相談援助者のためのサポートセミナー

相談から自立支援まで■演題：

～ＤＶサポートガイドライン～

近藤恵子（おんなのスペース・おん 代表理事）■講師：

１０月１７日（金）１０：３０～１４：３０■日時：
アトリオン７階 研修室■場所：

各機関の相談援助者及び関心のある一般県民■対象：

※参加無料（要予約）・託児あり（要予約）
ハーモニー相談室■申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８（８３６）７８４６

参 加 しま せ ん か

季 節 の 森 を 歩 こ う 会

１０月１２日（日）■期日：

上桧木内垂天地沼の紅葉■会場：
５００円（小学生無料）、雨具・おにぎり等持参■参加料：

２０名まで １０月９日（木）■募集人員： 締切：

ＴＥＬ（４３）２２０７■申し込み先：農林課林務係
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角館樺細工伝承館展示

「樺細工２２０年展」

江戸時代の天明年間に創始された角館の樺細工

２２０年の歴史を探る、古樺細工の展示を中心とした

展覧会を開催いたしますので、市民の皆様には多数

のご来館をお待ちしております。

～１１月３日（月）まで■会期：

角館樺細工伝承館 第１・第２展示室■会場：

午前９時～午後５時■会館時間：

（入場は午後４時３０分まで）

仙北市民は無料■入場料：

古樺細工２４０点■展示品：

TEL（５４）１７００■問合せ：角館樺細工伝承館

(９／１５号再掲)

福祉の就職総合フェア2008in秋田

福祉職場の人事担当者と、福祉職場を希望する方

々との直接面談の場です。職員採用予定のある福祉

施設や事業所が参加します。

１０月８日（水）１３：３０～１６：３０■日時：

秋田ビューホテル ４階 飛翔の間■会場：

（秋田市中通２ ６ １ ）- - TEL０１８（８３２）１１１１

社会福祉施設等への就職希望者■対象：

TEL０１８（８６４）２８８０■問合せ：秋田県社会福祉協議会

ＮＨＫ学園
入学生・受講者募集中！平成２０年度

通信教育で介護福祉士の受験資格を取得できる「専

攻科社会福祉コース」、及び生涯学習通信講座の学生

・受講者を募集しています。

まずは無料の案内書をご請求ください！
■募集内容：

専攻科社会福祉コース（介護福祉士受験資格取得・

２年制）生涯学習通信講座（趣味から資格まで全２００
コース以上）

■募集期間：

専攻科社会福祉コース １０月１５日～１２月１７日

生涯学習通信講座 通年申込受付
■問い合わせ先：

TEL０４２（５７２）３１５１（代表）ＮＨＫ学園

TEL０１２０（０６）８８８１無料案内請求フリーダイヤル

東北電力 秋の施設見学会

湯沢市の地熱＆水力発電所を見学しながら、環境と
エネルギーを考えよう。

１０月１６日（木）９時～１６時（大仙市発着）■日時：
１，０００円（小安峡の山猫舎さん予定）■昼食代：

１０月９日（木）までお電話で■申込：
東北電力（株）横手営業所 総務課 石川

（平日９時～１６時）TEL０１８２（３２）５６９７

地域医療の現状と市立病院等改革推進計画の説明会

市立病院については、臨床研修制度による医師不足や診療報酬の引き下げなどから経営が悪化している現状にあります。
仙北市では、これまでも関係機関等と連携を図りながら、医師確保対策や経営改善に取り組んで参りましたが、依然として

厳しい状況下にあります。

また、総務省では全国的な公立病院の赤字の実態から、昨年１２月「公立病院改革ガイドライン」を示し、今年度中に経営

の悪化が続く公立病院を抜本的に改革する計画の策定を求めています。仙北市では、このような状況を踏まえ、平成１８年

度から市立病院等の改革について議論を進めてきたほか、今年度より新たに秋田大学医学部附属病院長など外部委員３
人を招き、「市立病院等改革推進計画策定委員会」を設置し、計画の策定作業を進めています。

本説明会では、計画の策定状況等について説明のうえ、仙北市の地域医療に対する意見交換を行いたいと存じますの

で、日程表をご確認のうえ、ぜひ参加くださいますようお願い申し上げます。
（なお、説明会については、どこの会場に参加いただいても結構です）

■説明会日程表

地 区 期 日 時 間 会 場

１０月２日 （木） 午後６時３０分～午後８時 田沢交流センター

田沢湖 １０月３日 （金） 午後６時３０分～午後８時 神代就業改善センター
１０月６日 （月） 午後６時３０分～午後８時 田沢湖総合開発センター

角 館 １０月８日 （水） 午後６時３０分～午後８時 角館交流センター

西 木 １０月９日 （木） 午後６時３０分～午後８時 桧木内出張所（公民館）

※都合により、日程が変更となる場合もございます。（変更の場合は、別途お知らせします）

TEL（４３）９０７１／ＦＡＸ（４３）９０７０■お問合せ：仙北市病院経営改革推進室（田沢湖健康増進センター内）

(９／１５号再掲)

（訂正とお詫び：９月１５日号に同内容の記事掲載いたしましたが、お問合せ先が記載されておりませんでしたので訂正してお詫び申し上げます）


