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№７４平成２０年１１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

秋田内陸線お得きっぷ情報

◇ホリデーフリーきっぷ

土・日・祝日は、１日乗り放題！往復しても途中下車

してもこの料金！「ご家族行楽」「お友達同士のお出か

け」など色々な目的に使えてリーズナブル！

通年■利用期間：

☆全線タイプ ２，０００円（小児１，０００円）■お値段：

全線乗り放題、急行料金込

☆Ａタイプ １，０００円（小児５００円）

鷹巣～松葉間乗り放題、急行料金別途

☆Ｂタイプ １，０００円（小児５００円）

阿仁合～角館間乗り放題、急行料金別途

スリーディフリーきっぷ◇

連続した３日間全線乗り放題！秋田内陸線全線開

業２０周年を記念して、期間限定で発売するきっぷで

す。

１０月１日～平成２１年３月３１日■利用期間：

５，０００円（小児２，５００円） 急行料金込■お値段：

連続した３日間■有効期間：

角館駅・本庄商店（上桧木内）・■発売箇所（仙北市内）：

中央商会（松葉）・西木温泉クリオン（西明寺）

秋田内陸縦貫鉄道㈱■問合せ：

TEL０１８６（８２）３２３１

＜男女共同参画社会づくり基礎講座＞

元気の出るおらほの食材講座

～“ホッ”とスープでハッピーコミュニティ～

羽後町西馬音内にある古民家をオウザン村カフェ・
レストランに甦らせた起業家・榎本鈴子さんの講演と、

地場産野菜を使ったスープ作りを行います。美味しいで

すよ！
１１月２４日（月）１３：３０～１５：３０■日時：

美郷町六郷保健センター■会場：

秋田県南部男女共同参画センター■事務局：

TEL０１８２（３３）７０１８（横手市神明町１－９）
美郷町役場総務課まちづくり班■申込先：

ＴＥＬ０１８７（８４）１１１１

仙北市
角館北部地域自主防災会
災害訓練実施について

仙北市角館伝建群保存地区を中心に、災害訓練を
実施いたします。近隣の皆様の参加とご協力をお願い
いたします。

１１月２日（日）１０：００～１２：００■訓練日：

■訓練内容：
１．招集訓練 １０：００ 伝建群管理事務所
２．通報訓練 １０：３０～小田野家
３．消火訓練 １０：３５～小田野家
４．避難誘導訓練 １０：５５～裏町会館
５．炊き出し訓練 １１：００～裏町会館
６．救護訓練 １１：３０～伝承館
７．講評 伝承館

角館北部地域自主防災会■主催：

角館消防署、仙北市、仙北市教育委員会、■協力：
仙北市角館消防団、角館伝建群保存地区の町並みを守る会、

北部丁内親睦会

■問合せ：

TEL（５４）４２３０角館北部地域自主防災会 会長 高橋
TEL（５３）３８５３事務局 石橋

水道管漏水調査の実施について

西木町門屋地区において配水流量の増加が確認さ
れ、その原因として漏水の疑いが生じたため、配水管
の漏水調査を実施いたします。

調査員が量水器（止水栓）などの調査のため、各戸
の敷地内に立ち入る場合がありますので、利用者の皆
様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご協力くだ
さいますようお願いいたします。

※漏水調査は音聴棒を使って量水器（止水栓）など
直接流水音を確認するものです。

仙北市西木町門屋地区配水管漏水調査■調査事業名：

仙北市西木町門屋地内（上門屋、■調査地区：

大野関、屋敷田、道目木、東田、下川原、漆原、

入江、六本杉、笹山）

１１月４日（火)～１１月１１日（火)■調査の期間：

午前９時～午後４時

※ただし、日中の交通車両の往来に伴い、交通事故
防止と騒音を避けるため夜間に公道路面の調査を
実施する場合があります。

仙北市企業局工務課■問合せ：
TEL（５４）２３８８／ＦＡＸ（５４）２３８９

あきた県民芸術祭２００８

青少年音楽コンクール

このコンクールから、沢山の音楽家が巣立っていきまし

た。アトリオン音楽ホールでの演奏は、聴き応えあり！

１１月２９日（土）～３０日（日）■期日：

（弦楽器、声楽、管打楽器部門）

アトリオン■会場：

TEL０１８（８６０）１５３１■問合せ：秋田県県民文化政策課
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就学援助についてのお知らせ

就学援助は、子どもたちが学校で楽しく勉強できるよ

う、学習に必要な費用を援助する制度です。経済的に

お困りになるような理由が発生した場合は、いつでも受

け付けいたします。

■援助を受けることができる方

次の理由により経済的にお困りのご家庭で、援助を

希望し、教育委員会が認めた方。

（１）生活保護の停止または廃止になった方

（２）生活福祉資金による貸付を受けている方

（３）保護者が就業できなかったり、災害、長期療養、その

他特別な事情で経済的に困っている方

■援助の内容

対象は、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学

旅行費、給食費、医療費（学校から治療の指示のあっ

たもの）などです。

仙北市教育委員会学校教育課■申請・問合せ：

TEL（４３）３３８２

奨学資金貸費生徒募集の概要

・仙北市奨学資金市の奨学金
・田沢湖町奨学金貸付基金

貸付限度額（月額）

大学（大学院含む） 国公立 ３５，０００円●

私 立 ４０，０００円

短大・専門学校 ３５，０００円●
高校 １２，０００円●

・角館町育英会民間団体の奨学金
貸付限度額（月額）

大学生奨学生（短大、専門学校、大学院を含む）●

４０，０００円
高等学校奨学生 ２０，０００円以内●

平成２１年度から卒業の月まで◆貸付期間：

※申込期間、提出書類等が決まり次第「広報せんぼく」

に掲載いたします。なお、詳しくは仙北市教育委員会

学校教育課へお問い合わせください。

無料社交ダンス講習会

１１月２１日（金）、２８日（金）■日程：

１２月５日（金）、１９日（金）

１９：３０～（１９：００～受付）■時間：

西木公民館■会場：

ジルバ、ルンバ、チャチャチャ、ワルツ■種目：

市内在住、又は近辺の初心者。■対象：

年齢・性別問わず

ソシアルダンスクラブ 高橋■連絡先：

TEL（５７）２７２４

もしものときに役立つ☆
赤ちゃんと子どもの救命救急講座

火傷をしたり、頭を打ったり、異物を飲み込んだり、
心配事がたくさんあります。

今回の講座では人形を使って実際の手当てを体験し
ます。いざという時に、役立つ応急手当てを一緒に学ん
でみませんか？知って得する情報もいっぱいあります。

１１月１９日（水）１０：００～１２：００■日時：
角館交流センター 和室■会場：
０才児から３才児のご家族のかた■対象：

無料■受講費：
１１月１０日（月）■申込締切：

ピッカブー赤ちゃん会 千葉■連絡先：
TEL/ＦＡＸ（５３）３５５８ 携帯０９０（６６８６）７３０１

第４回 仙北市卓球大会

１１月９日(日) ８：３０～■日時：
角館中学校体育館■場所：

団体戦■種目：

・３人１チーム(シングル２ダブルス１)

個人戦
・一般男子 １部、２部、３部

・一般女子 １部、２部、３部

・中学校 男、女 個人戦（学年別）
・高校 男、女 個人戦

仙北市民、仙北市内勤務者、市内中高生■参加対象：

団体１チーム２，０００円、個人１人１，０００円■参加費：

中学生１人５００円
１１月８日(土) (当日参加可)■申込締切：

ＴＥＬ(４３）１１１７■申込・問合せ：仙北市税務課 鈴木

ＴＥＬ(４３）３３５２仙北市観光課 中村

常勤医師を募集しています

仙北市の２つの市立病院は、医師不足などにより経営
が厳しい状況になっており、そのため仙北市では両市立
病院とともに医師の確保を最重要課題として取り組んで
います。
これまでも住民の皆様から医師確保のための貴重な

情報をお寄せいただき、医師の確保に努めて参りました
が、先般の住民説明会では、医師の確保については住
民も交えて一体的に取り組むべきというご意見をいただ
き、あらためて広く住民の皆様から医師確保に関係する
情報をお寄せいただくことといたしました。
つきましては、ご親類や同級生など、仙北市で常勤医

師として勤務したい方などの情報についてお寄せくださる
ようご協力をお願いいたします。
なお、お寄せいただきました情報につきましては、一切

公表いたしませんので、よろしくお願いいたします。

◆連絡先：
〒０１４－１２０１ 田沢湖生保内字浮世坂２０番地
田沢湖健康増進センター内 病院経営改革推進室
ＴＥＬ（４３）９０７１／ＦＡＸ（４３）９０７０
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まちづくり交付金事後評価原案の公表について

仙北市角館駅周辺地区では、平成16年度に国土交
通省の事業採択を受け「まちづくり交付金事業」に取り
組んできました。事業期間は、平成16年度から平成20
年度までの5ヶ年で、現在、事業の最終年度を終えよう
としています。まちづくり交付金事業では、事業実施前
の計画段階でまちづくりの目標、数値指標の設定を行
い、事業最終年度に事後評価を実施して数値指標の
達成状況等の確認と今後のまちづくりの方策を示すこ
ととされています。

この度、事後評価シート(原案)を作成いたしましたの
で、公表いたします。

仙北市ホームページ及び都市整備課■公表場所：
１１月４日～１１月１７日■公表期間：

TEL（４３）２２９５■問合せ：仙北市都市整備課

「いきいき元気アップ教室」の参加者募集

～積極的にからだを動かして、いつまでもいきいきと～

「からだがなまる」という言葉があります。
からだは使わないでいると、機能がどんどん衰えてしま

います。しかし、鍛えれば年齢に関係

なく、筋力は回復・向上します。

今回は、高齢者の介護予防のために
「ＡＤＬ高齢者スウェーデンで考案された

を柴田先生が指導してくれます。体操」

座ってからだを動かしたり、筋力アップ・

ストレッチなど行います。積極的にからだを動かして、生
涯を自立して過ごせるからだをつくりましょう。

皆さんの参加を心よりお待ちしています。

■対象者：
・６５歳以上の方であればどなたでも参加できます

１２月１日（月）、５日（金）、８日（月）１２日（金）、■日時：
１５日（月）、１９日（金）、２２日（月）、２６日（金）
午前９：３０～１１：００

田沢湖総合開発センター（大集会室）■実施場所：
内ズック・タオル１枚ずつ・動きやす■準備するもの：

い服装でお出でください。
※健康手帳を持っている方はご持参ください。

１１月２０日（木）■申込締切：
電話で申し込みください。

先着３０名■定員：
スポーツコンサルタント 柴田栄宜 先生■講師：

（ＡＤＬ対応型高齢者体操研究会上級公認指導者
東北ブロック長）

仙北市西木町上荒井字古堀田４７■申込先・問合せ：
仙北市包括支援センター

ＴＥＬ（４３）２２８３／ＦＡＸ（４７）２１１６

消費者問題研修会

悪質商法にだまされないぞ！

皆さまのご参加をお待ちしております。
１１月５日（水） １０時開会 １５時閉会■日時：
１０：２０～１２：００ １３：００～１５：００【講演】 【集い】

角館交流センター■会場：
「悪質商法の被害防止」■演題：
県生活センター所長 佐藤貞悦 氏■講師：

ＴＥＬ（４７）２５５７■申込：赤倉

「森のがっこう 「風のがっこう」」

－森の手入れと遊び－「森のがっこう」
１１月８日（土） 森の手入れとお花炭作り■期日：
１１月２２日（土） 森の探検と遊び場作り

参加無料、昼食は持参ください。９：３０～１５：００

「風のがっこう」 －遊びとお手伝いのがっこう－
１１月１６日（日） ソバ打ちに挑戦！■期日：
１２月７日（日） 風のがっこうスペシャル

（餅つき、味噌造りなど）
参加費５００円（昼食代） １０：００～１５：３０

※どちらも、小学生以上は一人で参加できます。
幼児さんは保護者の方と一緒に参加してください。

ＮＰＯ法人アート夢ネットあきた■問合せ：
TEL（４４）３９７０／ＦＡＸ（４４）３３１８

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が、
同じような経験をしている者どうしで、悩みを話して楽に
なりませんか。皆様の参加をお待ちしています。

１１月１０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相談と話し合い■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

第３回 仙北市社会福祉大会のお知らせ

共に築こう「福祉でまちづくり」 ～誰でも住みなれた地

のテーマの域で、活き活きと暮らせるまちをめざして～
もとに今年も仙北市社会福祉大会を開催いたします。

ぜひご参加ください。

１１月１２日（水）■期日：

仙北市角館交流センター■会場：

１０：００～ 開会・式典■日程：
１０：５０～ 地域福祉活動発表

中川小学校・生保内中学校の活動
田沢地区・西木地域の取り組み

１１：３０～ アトラクション
『マッキーの大道芸ショー』

※各地区より送迎バスが出ます。

ＴＥＬ（５２）１６２４■問合せ：仙北市社会福祉協議会

ＴＥＬ（５４）２４９３ ＴＥＬ（４８）２９４０角館支所 西木支所
ＴＥＬ（４３）１３６８田沢湖支所

むらっこ物産館「あったか鍋祭り」

１１月１６日（日）に開催！きりたんぽ鍋・山の芋鍋・豚汁

・だまこもち鍋など各種さまざまのお鍋を準備し、皆さんの

お越しをお待ちしています。この日で閉館です。
ＴＥＬ（４７）２２０５■問合せ：むらっこ物産館
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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 ９３８３８１②保育士(臨時４ヶ月未満)パート◆ -
労働者③不問④８２０～８２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０◆

４１ ９３９６８１②保育士(臨時４ヶ月未満)パート労働者③-
不問④８２０～８２０⑤仙北市⑥保育士 ①０５０４１ ９４０◆ -
４８１②販売員（北浦本館）常雇(正社員以外)③不問④１２

◆３，２００～１２３，２００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ ９４２８８１②調理担当(常雇)正社員③不問④１-
６０，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種
①０５０４１ ９４３２８１②食堂店員(常雇)パート労働者③◆ -

不問④７５０～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９４４１８◆ -
１②重機オペレーター及び作業員(臨時４ヶ月未満)正社員

以外③不問④１６８，０００～１９２，０００⑤大仙市⑥大型
自動車免許一種 大型特殊自動車一種 車輌系建設機械

①０５０４１ ９４５０８１②一般製造工程(常雇)正社員③◆ -
不問④１２５，１２０～１２５，１２０⑤仙北市⑥不問 ①０５◆
０４１ ９４６３８１②一般事務および雑務(常雇)正社員③不-
問④１２２，０００～１２２，０００⑤仙北市⑥普通自動車免

許一種 ①０５０４１ ９４７６８１②介護支援専門員(常雇)◆ -
正社員③不問④１８０，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥普
通自動車免許一種 介護支援専門員 ①０５０４１ ９４８９◆ -
８１②調理補助およびホール係(常雇)パート労働者③不

問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９４９５８１◆ -
②作業員(常雇)正社員以外③不問④１８０，０００～２１６，
０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０１６ ２４３◆ -
８４８１②普通銀行業務（角館支店）臨時４ヶ月以上(パート

労働者)③不問④７５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０１◆
６ ２４６４２８１②ケーキ販売(常雇)パート労働者③不問④-
７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０３０１０ １４１３７３８１②◆ -
(請）調理員（角館町）臨時４ヶ月以上(正社員以外)③不問

④８３，１６０～９６，３６０⑤仙北市⑥不問 ①０３０１０ １４◆ -
０４９３８１②(請）調理員（角館町）臨時４ヶ月以上(正社員

以外)③不問④１０３，９５０～１２０，４５０⑤仙北市⑥不問

①０５０１０ １１６２０４８１②清掃スタッフ(常雇)パート労◆ -
-働者③不問④６５０～６５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１◆

９５１２８１②技術労務(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問

④１２５，０００～１２５，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ ９５０８８１②介護支援専門員【急募】常◆ -
雇(正社員)③不問④１７５，０００～２１４，０００⑤大仙市⑥

普通自動車免許一種 ケアマネージャー

※平成２０年１０月１７日～１０月２３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ＴＥＬ（５４）２４３４

い合わせ下さい。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

潜在マンパワー講習会

介護現場の人材不足に対応するため、有資格者を対象
に、最新の福祉・介護情報を提供し、介護現場への就職
活動を支援します。

１１月１９日（水）～２１日（金）■期日（県南地区）：
秋田県南部老人福祉総合エリア■会場（県南会場）：

ＴＥＬ０１８２（２６）３８８０横手市大森町字菅生田２４５－３４

現在未就労、あるいは福祉保健分野以外で■受講対象：
就労中の、介護福祉士資格取得者、又は介護員養成
研修２級課程修了以上の方で、福祉保健分野に就職を
希望する方（３日間の全日程が受講可能な方）。

２０名（定員になり次第締切）■定員：
※他地区の日程、講習内容など詳細は問合せください。

秋田県福祉保健人材・研修センター■申込・問合せ：
ＴＥＬ０１８（８６４）２８８０

多重債務無料相談会

解決できます 借金問題

自らの収入で返済しきれないほどの借金を抱え、お
悩みの方々からの相談を受けています。必要に応じ、
弁護士・司法書士などの専門家に引継ぎを行います。

少しの勇気で解決できます。相談ください。
１２月１６日（火）〔予約は１２月９日（火）まで〕■相談日：

秋田財務事務所■会場：
（秋田市山王七丁目１－４ 秋田第二合同庁舎）

東北財務局多重債務相談窓口■申込・問合せ：
TEL０２２（２６６）５７０３

縄綯競技大会参加者募集第５回
な わ な い

時間内に綯う縄の長さを競う大会です。豪華賞品を
準備しておりますので、皆さんのご参加をお待ちしてお
ります。

１１月２４日（月） ９時３０分まで受付 １０：００開始■日時：
角館温泉 花葉館■場所：
角館温泉 花葉館、平成縄綯塾■共催：

■競技内容：
１．個人競技（１０分間で長さを競う）
２．団体競技（男女組合せ３人１組、１人５分間で長さを競う）
※ワラは事務局で準備します。
※終了後５周年記念パーティー（会費１人３，０００円）を
１５：００より行います。

参加者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を■参加申込：
TEL（５５）５８８８１１月２３日（日）まで花葉館へ

TEL（５５）１０２０■問合せ：平成縄綯塾 菅原誠晃まで

秋山邦久のあじさい塾

１１月２０日（木） １９：００～■日時：
角館樺細工伝承館■会場：
「仙北市の子どもたちの幸せな未来のために■演題：
大人が今できること」

※入場無料。どなたでも参加できます。

臨床心理士・秋田県スクールカウンセラー■講師：
文京大学院講師 秋山邦久 氏
あじさいの会■主催：

TEL０９０（２９８９）２９１８■問合せ：安藤満里
TEL０９０（７６６４）０３６５赤上マツ


