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№７３-１平成２０年１０月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市
１０月は土地月間です

大規模な土地取引には届出が必要です

都市計画区域内５，０００㎡以上、その他の区域１０，

０００㎡以上の土地取引を行う際には、国土利用計画

法に基づく届出が必要です。契約日から２週間以内に
届出をしないと、法律で罰せられます。

TEL（４３）１１１２■問合せ：仙北市企画政策課

麻しん風しん混合ワクチン予防接種のご案内

■対象者：

第３期：中学１年生相当年齢の人

（平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれの人）

第４期：高校３年生相当年齢の人
（平成２年４月２日～平成３年４月１日生まれの人）

※２００８年４月より中学１年生と高校３年生相当年齢の

方が定期接種の対象に追加されました。
※特に高校３年生の人は、出来るだけ早めに済ませて

おきましょう。

～平成２１年１月３１日まで■実施期間：

ＭＲワクチン（麻しん風しん混合ワクチン）■使用ワクチン：
無料（次年度は対象になりません）■接種料金：

◎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

野々部外科内科医院 │５４－２３３７
おおさわ胃腸科内科クリニック │５２－１１３３
佐藤医院 │５４－２０５５

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

◎予防接種協力医療機関（大仙市近隣医療機関）

医 療 機 関 名 │ 電話番号

仙北組合病院 │0187-63-2111

石井内科胃腸科医院 │ ５６－７３００

吉村クリニック │0187-86-0566

滑川医院 │ ５６－３１２１

小山田医院 │0187-63-1133

生和堂医院 │0187-75-0318

※いずれも予約が必要です。

※県内の医療機関でも接種できますが、接種できない
医院もありますので、各医療機関にお問合せください。

接種の際は、母子手帳、接種券（予診票）■持ち物：
を忘れずに持って行きましょう。

※予診票を紛失した方は、保健課に連絡の上もらい
に来てください。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

ジブリの絵職人 男鹿和雄展
◇ ◇おかげさまで入館者２万名突破！

好評開催中の「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」の入館者が目
標としていた２万名を突破しました。入館２万人目の方には
実行委員会から記念品が贈られました。
男鹿和雄さんは、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。

※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。

～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）

◇ ◇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:

■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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コツ骨教室開催のお知らせ

～骨粗しょう症予防教室～
「骨粗しょう症」ひと昔前までは、一種の骨の老化現

象としかとらえられていませんでしたが、今はその予防
法や治療法が進歩しています。
「人生７０年や８０年は当たり前」と

いわれる現代、できるだけ骨が弱るの

を食い止め、いつまでも若々しく活動
的でいられるためにはどうしたらよいの

か、一緒に学んでみませんか。

■日程及び場所：
１０月２８日（火） 田沢湖健康増進センター
１０月２９日（水） 仙北市健康管理センター（角館）

１３：００～１３：２０（終了予定１５：００頃）■受付時間：
講話「検査結果の見方と骨を丈夫にするコツ」■内容：
講師：秋田県総合保健事業団医師

浜出直人 先生
１０月２４日（金）まで■申込締切：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

玉川ダムの流木を無料配布します！

玉川ダムでは、ダム本体の放流設備等への影響が
あるため、雪解け水や洪水とともに流れ込んできた流

木の引き上げをしています。今年引き上げたものにつ

いて、希望する方（軽トラック等で取りに来られる方）に

無料で配布します。これからの季節に必要となる薪や、
ガーデニング・流木アート等にご活用ください。

①～③に分類しています■配布する流木：

①幹の直径が４０cm程度以上のもの
→長さ１００cm・直径の半分程度に小割しています。

②幹の直径が４０cm程度未満のもの

→長さ１００cmに小割しています。

③根の部分・形のいびつなもの
１０月下旬～（無くなり次第終了）■配布期間：

※予定１０月２３日、３０日

申込書を記入し、申込先にＦＡＸ等で送付■申込方法：
国土交通省 玉川ダム管理所 管理係■申込・問合せ：

〒０１４－１２０５ 仙北市田沢湖玉川字下水無９２

TEL（４９）２１７０ FAX（４９）２１６６

※詳細は問い合わせいただくか、玉川ダムホームページ
の「新着情報」、又はチラシ（仙北市役所各庁舎に置いてま

す）をご覧ください。

健康づくりを求めて１０年・記念発表会

体験発表（病気に負けず体操を続けて）３名、高齢者

による柔軟体操デモンストレーション。
１０月２５日（土）１０：００～１２：００■日時：

西木温泉クリオン ２階 多目的ホール■会場：

（仙北市西木町門屋字屋敷田）
無料■参加費：

不要 直接会場へおいでください。■申込：

TEL・ＦＡＸ(４４)２１７０■問合せ：大石

もう一度 学校に行こう!
法政大学「地域づくり塾」平成２０年度

受講生募集秋田県仙北市教室

【地域づくり体験プログラム】～入門編～

主婦・若者・退職された方など、広く市民の方々を対象

に開講されます。地域活動が未経験の方でも「地域づくり

の必要性と楽しさ」に気づいていただくことを目的とするプ

ログラムです。“大学からの出張授業”により、地域づくり

の視点からその地域の問題や課題解決の事例紹介など、

簡単な講義とワークショップを行います。

１１月２９日（土）または平成２１年１月３１日（土）■日時：
１３：３０～１６：３０

仙北市田沢湖総合開発センター（１１／２９）■ ：会場

仙北市総合情報センター（１／３１）
２０名■定員：

１１／２９ 宮木いっぺい氏（法政大学地域研究■ ：講師

センター特任准教授）。他

１／３１ 岡本義行氏（法政大学大学院政策創造

研究科教授）。他

※今後行われる他のプログラムに応募する際は、この体

験プログラムを受講し、修了することを原則とします。

【地域づくり学習プログラム】～学習編～

上記の「地域づくり体験プログラム」を終了した方を対象に

開講します。地域づくりに必要な基礎知識の習得を目的としま

す。テレビ会議システムを使用し、法政大学（東京）からの同

時配信による“遠隔授業”を３回にわたり実施します。

平成２１年２月１４日（土）・２１日（土）・２８日（土）■日時：
１３：３０～１６：３０

仙北市総合情報センター■ ：会場

２０名■定員：

岡本義行氏 他■ ：講師
※「学習プログラム」は「体験プログラム」を修了してい

ることが応募の条件になります。「体験プログラム」と合

わせてご応募ください。

市内在住又は在勤の１８歳以上の方■応募資格：

無料（資料代として実費をいただく場合有り）■受講料：
■応募方法：

提出書類：応募申込書（所定用紙をご使用ください）

提出先：田沢湖生保内字宮ノ後３０仙北市企画政策課

提出締切：１１月１４日（金）
※応募申込書は、仙北市企画政策課、市役所各庁舎

地域センター、各出張所にあります。

※応募者が定員を超えた場合は、書類選考のうえ決定
します。

法政大学地域研究センター■問合せ：

TEL０３（３２６４）６６４１／ＦＡＸ０３（３２６４）６６４３

Ｅ-ｍａｉｌ：ｃｈｉｉｋｉ@ｈｏｓｅｉ.ａｃ.ｊｐ

仙北市企画政策課 TEL（４３）１１１２
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市 営 住 宅 入 居 者 募 集

１０月２７日（月）まで■募集期間：
■募集住宅：

住宅名 住所 規格 階数 月額家賃 月額駐車料金
岩瀬住宅８－６ 角館町西下タ野２８ ２ＬＫ ２階建 ７３００円から 駐車場なし,
（築３８年） （所得額による）

菅沢住宅５－６４ 角館町菅沢４６－１ ３ＤＫ ３階建の １６,３００円から 駐車場なし

（築２８年） ２階部分 （所得額による）

武蔵野中央団地８－Ｃ－２ 田沢湖生保内字武蔵野 ３ＤＫ 平屋建 ２０,８００円から 家賃に含む

（築１１年） 102-1 （所得額による） (１台分のスペース)

松葉住宅西－２０２ 西木町桧木内字松葉 ２ＬＤＫ ２階建の ３５,０００円 １,０００円

（築４年） 247-3 ２階部分 (駐車料金１台分を含む) （２台目より）

※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金の納付、連帯保証人が必要となります。

※暖房器具は屋外給排気式（ＦＦ式等）又は電気ストーブを使用していただきます。

※申込は１世帯１戸限りです。

次の①～⑤の条件にすべてあてはまること。ただし、松葉住宅については①・②の条件を付さない。■入居資格：

①現に同居し、又は同居しようとする親族があること。（婚姻の予約者を含む）

②月額所得が２００,０００円以下であること。但し、小学校就学前の子供がいる世帯は２６８,０００円以下であること。

③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

④市税を滞納していない者であること。

⑤暴力団員でないこと。

※市外在住の方でも入居可能です。

※不明な点がありましたら事前に都市整備課へご連絡ください。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添えて、募集期間内に提出してください。（当日必着）■申込方法：

提出先及び申込書設置場所

西木庁舎 都市整備課、田沢湖地域センター 地域振興班、角館地域センター 地域振興班、神代出張所

添付書類

①入居希望者の世帯の住民票謄本１通（省略事項のないもの・婚姻予定者等は各１通）

②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除く）※複数人が入居希望の場合は、市県民税世帯証明書１通

③入居希望者全員の納税証明書各１通（学生は除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開抽選（申込人によるくじ引き）を行います。■選考方法：

抽選日時：１１月５日（水）午前１０時 抽選場所：西木庁舎 開発センター２階 農林研修室

１１月１２日（水）から入居可能です。■入居時期：

TEL（４３）２２９５ FAX（４７）２１６６■問合せ先：仙北市都市整備課 住宅公園係

「かくのだて音頭を踊ろ
う会」練習休止のご連絡

「かくのだて音頭を踊ろう

会」は、１０月から来年２月ま
で練習をお休みします。また

３月より練習を再開する予定

です。練習再開のときには、
また、ご連絡いたします。たく

さんの皆さんに参加いただき

ありがとうございました。再開

の時には、よろしくお願いい
たします。

仙北市角館公民館■問合せ：

TEL（５４）１１１０

夕暮れ時からの交通事故防止

例年、１０月下旬から１２月上旬にかけて

交通事故が多発し、特に、夕暮れ時から夜

間にかけて、高齢歩行者や自転車利用者の

交通弱者が被害にあっています。

ドライバーの皆さんは早めのライト点灯と

上向き（ハイビーム）の励行を、夜間歩行者の

方は、夜光反射材の活用と明るい服装の着

用、正しい道路の横断に心掛けましょう。

仙北市交通安全対策協議会■担当：

仙北地区交通安全協会

仙北警察署

早めのライト点灯を！
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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 ８７５６８１②製品加工(常雇)パート労働者③不◆ -
問④８００～８００⑤仙北市⑥不問 ①４００６０ １２７１６５８◆ -
１②ケアマネージャー（仙北市角館町）常雇(正社員)③不問

④２００，０００～３００，０００⑤仙北市⑥介護支援専門員 普
通自動車免許一種 ①４００６０ １２７１９８８１②生活相談員◆ -
（秋田県仙北市）常雇(正社員)③不問④１６０，０００～２２０，

０００⑤仙北市⑥社会福祉主事または社会福祉士 普通自
動車免許一種 ①０５０４１ ８７４３８１②食事サービス係(常◆ -
雇)パート労働者③不問④６３０～６５０⑤大仙市⑥不問 ①◆

０５０４１ ９１２３８１②温泉の清掃(常雇)パート労働者③不問-
④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０８０ １３０６８８１②◆ -
【請】清掃係常雇(正社員以外)③不問④１１２，７００～１１５，

０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０８０ １３０５７８１②総務経理◆ -
係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１３２，０００～１９

８，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ８７３０８１②土木作◆ -
業員（横手）常雇(正社員)③不問④２００，１００～２００，１００
⑤横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、周辺⑥普通自動免許

一種 ①０５０４１ ８７２１８１②接客店員(常雇)パート労働者◆ -
③不問④８００～１，０００⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１ ８７◆ -
１２８１②ホームヘルパー(常雇)パート労働者③不問④８００

～８００⑤仙北市⑥普通自動免許一種 ヘルパー２級 ①０◆

５０１０ １０７８５１８１②（派）電子部品組立（田沢湖）臨時４ヶ-
月未満(登録型派遣)③不問④１２６，７２８～１４７，５６０⑤仙

北市⑥普通自動免許一種(通勤用） ①１３０９０ ３１５３０９◆ -
８１②販売パート常雇(パート労働者)③不問④８００～８００
⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０ ２３７４７８１②介護支援専門◆ -
員（仙北市）臨時４ヶ月以上(パート労働者③不問④１，０００

～１，５００⑤仙北市⑥普通自動免許一種 介護支援専門員
①０５０４０ ２３７５８８１②介護支援専門員（仙北市）常雇◆ -

(正社員)③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥普通
自動免許一種 介護支援専門員 ①０５０４１ ８７６９８１②レ◆ -
ジ・品出し・販売員(常雇)パート労働者③不問④６８０～６８０

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ８７９７８１②調理（調理補助）◆ -
◆常雇パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ８９０６８１②看護師【急募】常雇(パート労働者)③-
不問④１，１６０～１，２６０⑤仙北市⑥普通自動免許一種
正看護師または准看護師 ①０５０４１ ８９４７８１②保育業◆ -
務(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④８２０～８２０⑤仙

北市⑥保育士 ①０５０４１ ８９９３８１②米穀運搬作業員◆ -
【急募】臨時４ヶ月未満(正社員以外)③不問④２２５，０００～

２２５，０００⑤大仙市⑥普通自動免許一種 ①０５０４１ ９０◆ -
０２８１②接客係(常雇)パート労働者③不問④６５０～８００⑤
仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９０１１８１②ガソリンスタンド販◆ -
売員(常雇)パート労働者③不問④７５０～１，０３０⑤大仙市

⑥普通自動車免許一種 危険物取扱者（乙種）優遇 ①０５◆
０４１ ８９５８８１②運転（客車および随伴車）常雇(パート労働-

◆者)③不問④７２０～９００⑤仙北市⑥普通自動免許二種

①０５０４１ ８７７５８１②配管技術者(常雇)正社員③不問④２-
３０，０００～２８０，０００⑤仙北市 盛岡市⑥普通自動免許

一種 管工事施工管理技士 配管技士 ①０５０４１ ９０６５８◆ -
１②調理業務(常雇)正社員③不問④１５０，０００～２２０，００
０⑤仙北市⑥普通自動免許一種(通勤用） 調理師免許尚良

①０５０４１ ９０２０８１②接客サービス係【急募】常雇(正社◆ -

員)③不問④１４５，０００～２４０，０００⑤仙北市⑥普通自動
免許一種

※平成２０年９月２６日～１０月２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

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

(１０／１号再掲)

むらっこ物産館 収穫感謝祭

カラオケコーナー、手踊り、輪１０月１９日（日）開催！

投げにチャレンジ、おしること雑煮のサービス（３回予

定）、龍神太鼓演奏（雨天中止）。※１１月１６日（日）

は、あったか鍋祭り。この日で閉館です。

TEL（４７）２２０５■問合せ：むらっこ物産館

雲沢地区グランドゴルフ大会開催のお知らせ

雲沢地区に在住の方を対象にグランドゴルフ大会を開

催いたします。みなさんのご参加をお待ちしています。

１１月２日（日）午前８：００集合■日時：
雲然野球場（田中）■場所：

雲沢地区に在住の方■参加資格：

一人５００円■参加費：

雲沢地区体育振興会■主催：

申込、問合せ：■

ＴＥＬ（５５）４４５３ ＴＥＬ（５５）５４２７加賀谷正己 佐藤菖一

ＴＥＬ（５５）１５１０ ＴＥＬ（５５）４３８６石郷岡秀雄 鈴木輝一
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高齢者の交通事故防止について

１０月は「交通安全（セーフティ）シルバー運動」強調

期間となっております。これは今年度全県一斉に実施

され、県民一人ひとりの高齢者の保護意識の醸成を図
るとともに、高齢者自らも交通ルールの遵守、交通マナ

ーの実践を習慣づけ、高齢者の交通事故を防止するこ

とを目的とするものですので、市民の皆様の御協力を

お願いします。

仙北市交通安全対策協議会■担当：
TEL（４３）３３０８環境防災課

「うつ病・自殺予防協力医及び秋田県医師会

うつ病治療登録医制度」のお知らせ

＜精神科でなくともうつ病の治療が受けられます＞

社団法人秋田県医師会では、各地域の内科等の医師
が、うつ病・自殺予防への対策に優先的に従事する「協力
医」として、精神科の「登録医」との連携によりうつ病治療
を行う「うつ病・自殺予防協力医及びうつ病治療登録医制
度」を開始しています。

「協力医」は、診察した患者様にうつ病の恐れがある場
合、県医師会を通して「登録医」（精神科医）に相談のう
え、専門的な助言をもとにうつ病の治療を行います。

この制度は、県内の医療資源のネットワーク化により、
地域の精神医療・自殺予防を担う取り組みとして、本県の
自殺対策にも重要な役割を果たすことが期待されます。

大曲仙北地域の「協力医」はこちらです。

◎秋田県医師会 うつ病・自殺予防協力医（大曲仙北地域）
医師名 │ 医療機関名 │ 電話番号

市川晋一 │仙北市西明寺診療所 │４７－２１２３

荒井咲子 │荒井医院 │0187-63-2670
石井伸明 │石井内科胃腸科医院 │５６－７３００

黒澤 尚 │黒澤医院 │0187-75-0368
佐藤康美 │佐藤レディースクリニック │0187-86-0311
田口圭樹 │田口医院 │0187-63-1380

照井 哲 │仙南診療所 │0187-87-8700
滑川五郎 │滑川医院 │５６－３１２１
佐藤裕明 │佐藤内科クリニック │018-895-2730

藤岡 真 │まっこいしゃ高橋医院 │0187-84-7070
小西永晃 │まっこいしゃ高橋医院 │0187-84-7070

伊藤陽一 │伊藤医院 │0187-74-2211

HP※各地域の「協力医」「登録医」については秋田県公式

「美の国ネット」に掲載のほか、保健課（ ）TEL（５５）１１１２
にお問い合わせください。

仙北市
時間外窓口開設のお知らせ

仕事などで日中の窓口開庁時間内に税金を納付するこ

とができない方のために、時間外窓口を開設します。

また、事情により納期限までに税金を納付することが困難

な方のために、時間外納税相談窓口も併せて開設します。

市県民税（普通徴収）１０月３１日納期限の税目は、

第３期、国民健康保険税第４期、後期高齢者医療保険

です。料（普通徴収）第４期

１０月３１日（金）１７時１５分～１９時■開設日時：

※開設時間内に都合がつかない場合は、事前に連絡

をお願いします。

田沢湖庁舎…税務課■場所：

角館・西木庁舎…総合窓口課

（どの庁舎も正面玄関よりお入りください）

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課納税係

第３回パソコン講座受講生募集

＜パソコン基本操作＞（４日間）
マウス・キーボード操作、文字入力、インターネット、

電子メールなど
初心者■対象：
１１月５日（水）、６日（木）、１２日（水）、１３日（木）■日時：

午後１時～４時

＜ワード2003で年賀状をつくってみよう＞（２日間）
基本操作を習得している方■対象：

１１月１９日（水）、２０日（木）■日時：

午後１時～４時

WindowsXP■使用するパソコン

仙北市総合情報センター研修室■場所：
（角館町田町上丁２３）

無料（※テキスト代として基本操作６００円、■受講料：
ワード２００円）

各３０名■定員：
仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９

仙北まるごと食と健康づくりの集い

１９日・食育の日に野菜料理の紹介など楽しいイベン
トを行います。

ぜひ、遊びにきてください！！
１０月１９日（日） ９時３０分～１５時３０分■日時：
タカヤナギ イーストモール■場所：
大曲仙北食生活改善推進協議会■主催：
食育クイズコーナーや試食コーナー■内容：
超簡単野菜料理紹介コーナーなど
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「古文書解読研究会」参加者募集

古文書の解読研究会に参加してみませんか。世話役と

参加者が一緒になって学習する研究会です。気軽に申込

みください。毎月２回程度の研究会を予定しています。

１１月５日（水）午後１：３０～午後３：３０■日時：
以降の日程は参加者と相談の上決めます。

田沢湖総合開発センター■場所：

坂本善治氏（北浦史談会会員）■世話役：
田沢の堀川家文書の解読整理、古文書の■解読資料：

農業往来、商業往来などの解読研修

無料■会費：

先着１５名■定員：
ＴＥＬ（４３）１０６１■主催・申込：田沢湖公民館

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

(１０／１号再掲)

秋季農業用廃ビニール回収について

ダイオキシン発生など大きな社会問題となっている農業用廃ビニール等を次により回収します。

なお、回収する廃ビニールは、農業者の農業用に限ります。

回収日 回収時間 回収場所 連絡先（℡）

１０月２９日（水） ８：４５～ ： ０ ＪＡ角館支店前 （５４）３１５４１１ ０

１０月３０日（木） ８：４５ ： ０ ＪＡ田沢湖営農センター前 （４４）３１２１～１１ ０

８：４５ ： ０ ＪＡ田沢湖駅前支店前 （４３）１５２１～１０ ０

１０月３１日（金） ８：４５ ： ０ ＪＡ西木営農センター前 （４７）３１１５～１１ ０

８：４５～ ： ０ ＪＡ桧木内支店前 （４８）２２１１９ ３

※最寄りの回収場所に持参してください。（次回は、来年６月頃の予定。）

①ビニール類 ②マルチ用等ポリ類 ③肥料袋 ④シート類■回収する廃ビニール等の種類：

１㎏３５円。１㎏未満の端数は、切り上げて計算します(計量しますので、荷台から秤に降ろしてください)。■金額：

金具等や、土砂、木片、金属などの異物を完全に取り除いてください。■出し方：

１０ｋｇ～１５ｋｇ程度の大きさでつづら折りにし、２～３カ所を縛ってください。

TEL(４３)２２０６■問合先：上記連絡先または、仙北市農林課

※申込用紙を各営農センターに１０月２７日（月）まで届けてください。

キ リ ト リ 【届出先・各営農センター】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業用廃ビニール処理申込書兼委託契約書
平成２０年１０月 日

仙北市農業用廃ビニール適正処理推進協議会 様

氏名 印 電話

住所 仙北市

約 ㎏（ 束）■申込数量：

印鑑を忘れずに！！


