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№７６-1平成２０年１２月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市農業委員会委員
一般選挙のお知らせ

仙北市農業委員会委員一般選挙が、本年１２月７日

（日）に告示、１２月１４日（日）に投開票の予定です。
今回の選挙は、合併前の旧町村単位で実施されます。

詳しくは、平成２０年１１月１５日発行の「お知らせナ

ビ」に掲載していますので、そちらをご覧ください

１２月 日（日）◇投・開票予定日 １４
投票は、 から、 まで、午前７時 午後６時

開票は、 からの予定です。午後７時３０分

■選挙区・開票会場：

第１選挙区（田沢湖地域）・田沢湖総合開発センター
大集会室

第２選挙区（角館地域）・角館庁舎大会議室

第３選挙区（西木地域）・西木総合開発センター集会室

平成２０年１１月１５日発行の「お知らせナ■投票所：

ビ」をご覧ください。

◇期日前・不在者投票のできる期間

１２月 日（月）から１２月 日（土）まで８ １３
（投票受付時間： まで）午前８時３０分～午後８時

■選挙区・期日前投票所：

第１選挙区（田沢湖地域）・仙北市役所田沢湖庁舎

第２選挙区（角館地域）・仙北市役所角館庁舎

第３選挙区（西木地域）・仙北市西木総合開発ｾﾝﾀｰ

※選挙区別に、利用できる期日前投票所が限定さ
れますのでご注意ください。

※他の市区町村で不在者投票を行う場合は、お早
めに請求してください。（仙北市役所田沢湖庁舎
・角館庁舎・西木庁舎の各窓口に請求書を準備し
ています。）

※不在者投票のできる病院等で行う場合は、病院等
の担当者におたずねください。

ＴＥＬ（４３）１１５０■問合せ：仙北市選挙管理委員会
（１１／１５再掲）

仙北市
市立角館総合病院

年末年始休診のお知らせ

市立角館総合病院では、１２月２７日から１月４日ま
での年末年始期間（９日間）が休診となりますので、お
薬等が必要な方は、忘れずにその前に受診下さいます
ようお願いいたします。なお、救急外来は年末年始期
間も通常どおり行っています。

TEL（５４）２１１１■ 市立角館総合病院問合せ：

こ ころの元気回復教室

こころの元気回復につながるお話
し会を開催します。

近所のお友だちもさそって、是非ご
参加ください。

■日程：
第一回目 １２月９日（火） 健康管理センター（角館）

第二回目 １２月１９日（金） 健康増進センター交流プラザ（生保内）
９：３０～９：５０■受付時間：

１０：００～１１：３０■講演時間：

「心の健康 いま大事にしたいこと」■講演内容：
※第一回、第二回とも同じ講演内容です。

柿崎洋悦 さん■講 師：

無料■参加費：

４０才以上■参加対象者：
３０名■定員：

※締切は各開催日前日まで。ただし、定員になり次第

受付終了します。

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ先：仙北市保健課

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。お気軽に参加ください。

１２月１６日（火）■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:
楽になる「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

仙北市環境保全センター
年末年始のごみの受け入れ

仙北市環境保全センターでは、

まで１２月２９日（月） ８：３０～１５：００
を受け付けます。ごみの搬入

新年は、 から平常通り受け付けます。１月５日（月）

■問合せ
仙北市環境保全センター

TEL（５４）３３０５
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ポ ー セ ラ ー ツ 教 室

ポーセラーツは、真っ白な磁器(白磁)に様々な技法
で絵付けをする新しいタイプの趣味です。初めての方で
も、白磁に貼るだけの転写紙シートを使って作れば、誰
でも気軽に楽しめます。
贈り物や部屋のインテリアとして喜ばれています。

仙北市民■対象：
全３回 １月１９日(月)、２月２日(月)、２月１６日(月)■日程：
午前１０時～午前１２時３０分■時間：
田沢湖総合開発センター(生保内)■会場：
大山智子(ポーセラーツインストラクター)■講師：
ハサミ■持参品：

ＴＥＬ（４３）１０６１■申込：田沢湖公民館へ電話ください。
１２月８日(月)～２４日(水)■申込期間：

先着２０名（定員になり次第締切）■定員：
材料代として１回につき１，５００円程度■参加料：

(オプションにより、別途料金がかかることもあります。)
※毎回１作品づつ完成させます。完成した作品は、次の回
に焼付けしてお渡しします。

ペ ー パ ー ク ラ フ ト教 室

紙を切って貼って組み立てて、紙工作を楽しみましょう。
仙北市民(小学校高学年以上)■対象：

■日程・会場：
１２月１４日(日) 田沢湖総合開発センター(生保内)
１月１８日(日)、２月１５日(日) 就業改善センター(神代)

※第１回目は来年の干支「丑(うし)のポップアップカード
(飛び出すカード)」です。２回目以降は参加者のリクエ
スト等となります。

午後１時３０分～午後４時３０分■時間：
花田恵(創作工房はなた)■講師：

TEL（４３）１０６１■申込：田沢湖公民館へ電話ください。
１２月５日(金)～１１日(木)■申込期間：

先着１５名（定員になり次第締切）■定員：
無料■参加料：
ハサミを持参ください。■持ち物：

※小学校低学年(要保護者同伴)、また１回のみの参加
者についても相談に応じます。

絵 手 紙 教 室

もらって嬉しい絵手紙教室です。「ヘタでいい、ヘタがい
い」といわれるように、心を込めて一生懸命にかいたもの

は相手の心を打ちます。思いがいっぱいにつまった素朴で

温もりのある絵手紙を、誰かに送ってみませんか？
仙北市民■対象：

１月１３日（火）～３月１７日（火）■日程：

毎週火曜日 全１０回

午前１０時～正午■時間：
田沢湖総合開発センター(生保内)■会場：

鈴木優子■講師：

TEL（４３）１０６１■申込：田沢湖公民館へ電話ください。

１２月８日(月)～１月８日(木)■申込期間：
先着１５名（定員になり次第締切）■定員：

筆代として２，０００円程度(初回のみ)■参加料：

市立角館総合病院

クリスマスコンサート２００８

月 日（木） 開演（入場無料）１２ １８ １５：００
～１６：００

市立角館総合病院 外来ホール

出 演 Ｅverｌ y（エバリー）
Vocal/Violin/Guitar、 Piano/Guiter/Violin松尾 賛之 松尾 悟郎

Clarinet/Bass/Chorus、 Cello/Drums/Chorus小向 忍 水野 宇高

皆さまぜひおいでください。

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院

「漢字検定」開催のお知らせ

文部科学省の「漢字能力検定」です。どなたでも受検
することができますので、親子でチャレンジしてみたり、
自分の漢字力を試すチャンスです。お気軽にお申し込
みください。

１２月１９日（金）■申込締切：
平成２１年２月７日（土）■開催日：

西木公民館■会場：
２級 ４，０００円■検定料：
準２級～７級 ２，０００円
８級～１０級 １，５００円

■受検級の目安

級（小１修了程度） 級（小２修了程度）１０ ９

級（小３修了程度） 級（小４修了程度）８ ７

級（小５修了程度） 級（小６修了程度）６ ５
級（中学在学程度） 級（中学卒業程度）４ ３

級（高校在学程度） 級（高校卒業程度）準２ ２

検定料を添えて西木公民館までお願いします。■申込：

ＴＥＬ（４７）３１００■問合せ：西木公民館

※申込みが２０名以下の場合には、開催することが出来ま
せんのでご了承ください。

コミック・絵本 お譲りください

西木公民館図書室にコミックコーナー・絵本コーナー

を設置するにあたり、読み終えてねむっているコミック・
絵本がありましたら無料でお譲りください。

１２月～２月末■収集期間：

西木公民館へお持ちください。■収集方法：

（来館できない方はご連絡ください）
TEL（４７）３１００■問合せ：西木公民館

「創作工房はなた」作品展示会

夢のあるメルヘンの世界、癒し効果のある灯りetc…。

手作りペーパクラフト作品をお楽しみください。

クリスマス、干支作品も展示いたします。

１２月１日（月）～２６日（金）まで■期日：

秋田銀行田沢湖支店■会場：

TEL（４３）１７７０■問合せ：花田恵
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３３歳厄祓い並びに祝賀会

平成４年度角館中学校卒業生以外で角館に転入し、

平成２１年２月１日の厄祓いを希望する女性の方は

ご連絡ください。
お祓い （記念品等含む）■参加料： ７，０００円

１０，０００円祝賀会

１７，０００円お祓い＋祝賀会
※片方のみの参加もできます。

１２月２２日（月）■締切：

３３歳厄祓い実行委員会■申込・問合せ：

TEL（５５）４４３４代表 佐々木邦憲
携帯０９０（４４７７）３３９６

４２歳厄祓い並びに懇親会

角館中学校卒業生と共に、４２歳の厄祓いを一緒に

行いませんか。

平成２１年２月１日（日）■期日：

お祓い （記念品含む）■参加料： ８，０００円

１４，０００円懇親会

※片方のみの参加もできます。

１２月１８日（木）■締切：

４２歳厄祓い実行委員会■申込・問合せ：

TEL（５５）５２３９代表 橋本智美

第４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、

電子メールなどの基本部分

初心者■対象：
１２月３日（水）、４日（木）、１０日（水）、１１日（木）■日時：

午後１時～４時

＜ワード2003 まだ間に合う年賀状！＞（２日間）

基本操作を習得している方■対象：

１２月１７日（水）、１８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
（１１／１５再掲）

秋田大学観光フィールドワーク報告会

秋の観光キャンペーン「秋彩角館」の一環として実施さ

れた、秋田大学教育文化学部学生による観光フィールド

ワークの報告会です。

学生の視点での考察があり、今後の仙北市の観光を考

える貴重な時間になることと思います。

１２月６日（土）１３：００～１６：００■日時：

角館樺細工伝承館 総合研修室■会場：

「仙北市角館とその近郊における観光の考察について」■演題：

入場無料、どなたでも参加できます。■備考：

TEL（５４）２７００■問合せ：角館町観光協会

～高齢者のためのパソコン実務講習～

平成２１年１月１４日（水）～２７日（火）■期日：

（土日を除く）

仙北市総合情報センター（角館町田町上丁２３）■会場：

秋田県内在住で、就職、就業を希望する６０歳台■対象：

前半層を中心とした高齢者の方でパソコン操作のできる方

※定員２０名。受講料・テキスト代は無料。交通費、昼

食等は受講者負担。

■申込・問合せ：

TEL（５４）２４３４ハローワーク角館

TEL（５５）１６４６（社）仙北市シルバー人材センター

※このほか、県内各地でさまざまな技能講習が行わ
れます。詳しくは、仙北市シルバー人材センターま

たは主催の秋田県シルバー人材センター連合会

へお問い合わせください。TEL０１８（８８８）４６８０

健康講話のお知らせ

お腹回りが気になりませんか

今年から始まった、特定健診はどうでしたか。

おなか回りのサイズ、内臓脂肪等色々と気になることば

を聞くことが多くなりましたね。

では、どうしたらメタボリックシン

ドロームを予防して、より元気な

毎日が送れるのでしょうか。

市川先生の健康講話でその

ポイントをつかんでみませんか？

なお、参加される方は、当日会場においでください。

メタボリックシンドロームの予防について■テーマ：

１２月３日(水) １３：３０～１５：００■日時：

西木保健センター(クリオン隣)■場所：

西明寺診療所々長 市川晋一先生■講師：

ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課
（１１／１５再掲）
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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 ９９７９８１②販売担当(常雇)パート労働◆ -
-者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１◆

９９８５８１②介護員(常雇)正社員③不問④１２０，０００

～１７０，０００⑤仙北市⑥ホームヘルパー２級 介護

福祉士どちらかあれば尚可 ①０５０４１ １０００７８１◆ -
②一般製造工程(常雇)正社員③不問④１２５，１２０～

１２５，１２０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １００１８８１◆ -
②受付および診療助手(常雇)正社員③不問④１２０，０

００～１２０，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １００２◆ -
２８１②接客サービス係【急募】常雇(正社員)③不問④

１４５，０００～２４０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ １００３１８１②ホール及び調理補助◆ -
(常雇)パート労働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１ １００４０８１②重機オペレーター(臨◆ -
時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１８４，０００～１９

５，５００⑤仙北市 大仙市 仙北郡⑥大型自動車免

許一種 大型特種自動車一種 車両系建設機械 ２

級建設機械施工技士又は２級土木施工管理技士 ①◆

０５０４１ １００５３８１②レジ担当(常雇)パート労働者③-
不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １０◆ -
０６６８１②預かり保育担当(臨時４ヶ月未満)パート労働

者③不問④７１０～８２０⑤仙北市⑥幼稚園教諭有資

格者優遇 ①０５０４１ １００７９８１②介護職員【急募】◆ -
常雇(正社員)③不問④１３０，０００～１７０，０００⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ホームヘルパー２級か

介護福祉士または准看護師以上 ①０５０４１ １００８◆ -
５８１②ガソリンスタンドスタッフ(臨時４ヶ月以上)パート

労働者③不問④８００～１，０００⑤仙北市⑥普通自動

車免許一種 危険物乙種４類 ①０５０４０ ２７２６４８◆ -
１②惣菜担当(常雇)パート労働者③不問④６５０～６５

０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０ ２７４５２８１②介護士◆ -
(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１３４，０００～１

-６６，０００⑤大仙市⑥ヘルパー２級以上 ①０５０４０◆

２７１５９８１②事務及び販売「協和スキー場」臨時４ヶ

月未満(パート労働者)③不問④７２５～８１３⑤大仙市

⑥不問

※平成２０年１１月１４日～１１月２０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

１２月１０日～１６日までは

です「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

この週間を機に、北朝鮮当局による人権侵害問題に対

する関心と認識を深めましょう。

現在、日本政府は１７名の日本人を北朝鮮による拉致

被害者として認定しており、５名は帰国が実現しましたが、

１２名の安否については、北朝鮮当局より納得のいく説明

がなされていません。

政府としては、安否不明者が全て生存しているとの前

提に立ち、全ての被害者の安全確保と即時帰国、真相究

明及び実行犯の引き渡しを強く要求し、納得できる対応が

ない場合は、厳しい対応を取る方針であることを明確にし

てきています。

日本人拉致容疑事案について情報をお持ちの方は、

秋田県警察本部 またはTEL０１８（８６３）１１１１

仙北警察署 までお知らせください。TEL（５３）２１１１

紙 ひ も ク ラ フ ト 教 室

梱包用として作られた古紙を原料に再生した丈夫な紙

バンドをカッコウベのように編込み、カゴやバック等を作る

手芸です。安くて優しい素材と身近な道具で、お好みの作

品が完成します。初心者はベーシックコース、経験者はス

テップアップコースを受講してください。

仙北市民(先着各２０名)■対象：

仙北市就業改善センター(神代)■会場：

大山智子■講師：

（全４回）ベーシックコース

１月９日(金)、１月２３日(金)、２月６日(金)、■日程：

２月２０日(金)

午後６時～午後９時■時間：

１回あたり１千円～２千円■参加料：

（全３回）ステップアップコース

１月２５日(日)、２月８日(日)、３月８日(日)■日程：

午後１時～午後４時■時間：

１回あたり２千円～３千円■参加料：

TEL（４３）１０６１■申込み：田沢湖公民館へ電話ください。

１２月８日(月)～１２月２４日(水)■申込期間：

※定員になり次第締切とさせていただきます。

※毎回１作品づつ完成させます。

また、オプションにより別途料金がかかることもあります。
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年末の交通安全運動の実施について

年末の慌しい時期を迎え、各種会合での飲酒の機会が

増えることに伴い、飲酒運転による重大交通事故が懸念

されます。また、例年この時期は気象条件や道路環境の

悪化に伴う滑走による交通事故が多発します。

市民の皆さん交通事故を

起こさない、遭わないよう

に良い年を迎えてください。

１２月１１日（木）～２０日（土）の１０日間■実施期間：

■運動のスローガン：

「急がずに マナーとゆとりで 交通安全」

■運動の重点：

○飲酒運転の根絶

○子どもと高齢者の交通事故防止

○冬道の安全運転の推進

○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正

しい着用の徹底

仙北警察署・仙北市交通安全対策協議会・■担当：

仙北地区交通安全協会・仙北地区事業主交通安全

協議会・仙北地区安全運転管理者協会

「スポーツ研修会」開催平成２０年度

今回は特に、指導者に対しての意識向上を図り、スポ

ーツ時の内面的な機能についての研修会を開催します。

参加費は無料です。多くの参加をお待ちしております。

１２月２１日（日）１４：００～１６：００■日時：

西木温泉クリオン■会場：

「スポーツにおける内面的な運動機能について」■内容：

・温泉を利用しての健康づくり

・速戦のテーピング

仙北市体育協会■申込・問合せ：

TEL／ＦＡＸ（５４）３４７４

仙北市
角館・冬のイルミネーション ２００８

角館町の真ん中にある立町ポケットパーク

の小店をイルミネーションで彩ります。

１２月１日（月）～平成２１年１月４日（日）■期日：

１６：００～２０：３０■点灯時間：

仙北市角館町 立町ポケットパーク■会場：
（角館郵便局向かい）

１２月１３日（土）１６：３０より■イベント：

合唱団による聖歌の合唱を

外町交流広場において行います。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｋｕｄａｔｅ．ｃｏｍ／ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ／■サイト：

「角館・冬のイルミネーション」実行委員会■主催：

角館混声合唱団／企画集団トライアングル／凌雲会■協力：
仙北市商工会／ＮＰＯ立町商店会／中央通り振興会■後援：

TEL０９０（７８３４）９４２２■問合せ先：田口

メール ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ＠ｋａｋｕｄａｔｅ．ｃｏｍ

無料社交ダンス講習会

１２月５日（金）、１９日（金）■日程：
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

（１１／１再掲）

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

（１１／１再掲）
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武 藤 鉄 城 氏 と 考 古 学 研 究

角館に暮らし、考古学研究に没頭した武藤鉄城氏の

考古学的業績に焦点をあてたセミナーを行います。

皆さんのご参加をお待ちしております。
「武藤鉄城氏－その考古学的業績をめぐって」■セミナー表題：

小林 克（秋田県埋蔵文化財センター 主任専門員）■講師：

１２月１２日（金）１４：００～■期日：
角館樺細工伝承館 第一研修室■会場：

仙北市角館町文化財保護協会■主催：

TEL（４３）３３８４■問合せ：仙北市教育委員会文化財課

フラワーアレンジメント教室開催

クリスマスやお正月用のアレンジを楽しみましょう。

※花器のある方はご持参ください。

１回目（クリスマス用） １２月１８日（木）１９：００～■日時：
２回目（お正月用） １２月２８日（日）９：３０～

西木公民館■会場：

太田千草さん（角館町 太田草苑）■講師：
花・花器代 １回 ２，５００円■参加費：

１２月１２日（金） 定員２０名■〆切：

TEL（４７）３１００■申込み・問合せ：西木公民館

平成２０年度 市民スキー教室開催のお知らせ
この冬、市民を対象にスキー教室を開催いたします。冬季間の運動不足解消のため、技術向上

のためにぜひご参加ください！

仙北市教育委員会■主催：
平成２０年１月１０日（土）、１１日（日）、１２日（月） ８：５０～１２：００■日時：
田沢湖スキー場（集合場所：田沢湖スキーセンター「レラ」２階）■場所：

仙北市内在住の小学生から一般まで■対象及び定員：
１５人（小学校１年～３年）…初めて経験する、経験が浅い等。①初心者コース
４０人（内、高校生以上は１０人以内）②初級者以上コース

・・・緩斜面を１人で登り、滑り、止まることができる。※初級者
・・・ほとんどのコースを１人で滑ることができる。※中級者
・・・スピードに乗って滑ることができる。※上級者

小・中学生、高校生以上の参加者がそれぞれ５人に満たない時は開催できない場合がありますので※
ご了承ください。
無料（但し保険料とリフト代は各自負担願います。）■受講料：

※保険料・・・小・中学生５００円、高校生以上１５００円（保険料の返金はできませんのでご了承ください。）,
※リフト代・・・市主催のスキー教室の場合、割引きがあります。

田沢湖スキー学校、角館スキー連盟■指導者：
■申込み方法

① １２月３日（水）午前９時から１２月１２日（金）午後５時まで、電話で申込んでください。その際は、氏名、
年齢、性別、学校名、学年、コース名、電話番号をお知らせください。

TEL （４３）３３８３◆申込み先：仙北市教育委員会 生涯学習課
② 保険料の支払いと申込み書の提出は１２月１５日（月）から１２月１９日（金）までに、下記のいずれかに

お願いいたします。
●田沢湖地域センター総合窓口課（田沢湖庁舎１階） ●教育委員会生涯学習課（角館庁舎２階） ●西木公民館

※定員になり次第締切りますのでご了承ください。土・日の受付けはいたしません。
期限までに手続きされない場合は、申込みを辞退したものとみなします。

★その他、詳細につきましては、申込み書を提出した際にお知らせいたします。

キ リ ト リ

「市民スキー教室」 参加申込み書
ふりがな 性 年 技 術

学校名・学年 保護者名 住 所 電話番号
参加者氏名 別 齢 レベル

※個人情報は、当教室にのみ使用しその他には使用しません。


