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№７８平成２１年１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

選挙人名簿農業委員会委員
登載申請書の提出について

につい「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」
て、申請資格該当者（選挙権を有する方：下記要件）
は、申請書に必要事項を記入のうえ集落推進委員等
へお届けくださるようお願いいたします。

とは、次の要件をすべて備えてい「選挙権を有する方」
ることが必要です。

１．仙北市に住所を有すること。
２．年齢が、平成２１年３月３１日現在で満２０歳以上

（生年月日が、平成元年４月１日以前のであること。
方が該当します。）
３．次の事項のいずれかに該当すること。
（１） １０ア―ル（１，０００㎡）以上の農地に経営主

つき耕作の業務を営む人（経営移譲や農地等の生

前一括贈与を行った場合は、受けた方が経営主と

なります。）
（２） 上記経営主の同居の親族又はその家族等

配偶者で、おおむね年間６０日以上実際に耕作に

従事している人（自家農業従事日数のみでなく、

雇用されて耕作に従事した日数も含みます。）

※６０日とは、およそ８時間程度を１日とした計算でよ
いことになっています。

１月６日（火）■提出期限：

集落推進委員、農業委員会、各地域センター、■提出先：
市役所出張所

ＴＥＬ（４３）１１５０■問合せ：仙北市選挙管理委員会
ＴＥＬ（４３）２２０９仙北市農業委員会

市立田沢湖病院
循環器・ペースメーカークリニックを開始します！

１月１９日（月）から循環器・ペースメーカー外来を始
めます。毎月１回で月曜日の午後の診療となります。
ペースメーカークリニックを受診希望の方は、外来受
付にご相談ください。

TEL（４３）１１３１■ 市立田沢湖病院問合せ：

仙北市 国道 ４ ６ 号 通 行規 制

道路構造物改修工事に伴う、 です。片側交互通行規制

皆様のご協力をお願いします。

日曜日・年末年始は両側通行です。

冬期間につき、スピードの出し過ぎ、スリップにご注
意願います。

田沢湖生保内地内（湖山橋）■規制場所：

（「峠の茶屋」の手前）
３月３１日までの８：３０～１７：００■期間：

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｋｉｔａｓｈｉｎｋｏ．ｊｐ/ｓｅｎｇａｎ/■ホームページ：

ＴＥＬ（４３）０６８７■問合せ：【現場事務所】

田沢湖生保内武蔵野４９－５６
【秋田振興建設株式会社】℡０１８７（６８）３１１１

大仙市大曲西根字嶋村６０

介護予防サポーター講座 地域の達人

仙北市介護予防きらめき隊

介護予防について、広く市民の方に広報、周知をし
ていただく市民サポーターを養成します。参加資格は
健康で介護予防に興味があり、情熱あふれる方が対象
です。誰もがいつまでも健やかで安心してこの街で過ご
していけるよう、サポーターとして様々な活動に取り組
めるように、実技を中心とした講座を開催します！！
多くの方のご参加をお待ちしています！

■日程：
第一回目 １月２１日（水） 包括支援センターとは

みんなで笑タイム
第二回目 ２月４日（水） 足の健康法
第三回目 ２月１８日（水） 口から始まる健康生活

田沢湖健康増進センター（地域交流プラザ）■場所：
１３：３０～１５：３０■時間：

４０才以上■参加対象者：
２０名■定員：

TEL（４３）２２８３■申込・問合せ先：仙北市包括支援センター

※１月１５日まで電話で申し込みください。

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。

１月１３日（火）■日時：
午前１０時～１１時３０分■時間：
西木総合開発センター■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
介護予防サポーターに関心のある方■対象：

ＴＥＬ（４３）２２８３■問合せ：仙北市包括支援センター

市道駅東中央線、市道駅東南北線（ＪＲ角館駅東側）が開通いたしました。
１２月１９日（金）午前１０時 供用開始）（
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角館町一部地区

Ｂフレッツエリア拡大のお知らせ

角館町一部地区のＢフレッツエリア拡大予定です。提

供開始は１月９日からとなります。詳しくは下記問合先

までお尋ねください。

角館町大字川原、山谷川崎、広久内、■拡大地区：

薗田、西長野のそれぞれ一部地区

株式会社ＮＴＴ東日本－秋田■問合せ：

ＴＥＬ０１２０（６３８）８４１県南営業所

営業時間：平日午前９時～午後５時（土・日・祝を除きます）

田沢湖スキー学校メニュー２００９

◇＜藤田潤子のコブ・小回り集中キャンプ＞

昨シーズン好評だった『みんなでコブをやっつけろ 』!!
の２００９バージョンです。今シーズンは、コブに的を絞

らずに、整地小回りもレベルアップしちゃいましょう。小

回りが得意な藤田潤子の“イチオシ”のキャンプです！
１回 １／１７（土）～１８（日）・田沢湖■期日・会場：

２回 ２／１４（土）～１５（日）・田沢湖

３回 ５／１６（土）～１７（土）・月山

４回 ６／１３（土）～１４（日）・月山
藤田潤子（ＳＡＪナショナルデモンストレーター）■講師：

ＳＡＪ２級レベル以上で、小回り・コブを克服し■対象：

たい方、小回り・コブの更なる上達を目指す方。
第１回・２回 １５，０００円■料金：

第３回・４回 ２２，０００円（宿泊料含む）

※１日のみの参加の場合は問い合わせください。

各回１２名（定員になり次第締切）■定員：

◇しつこく、楽しく、丁寧に＜渡辺勇悦 匠キャンプ２００９＞

ワンステップ上達したいあなたへ・・。超ベテラン講師
と、昔を思い出しながらレベルアップします。スキーの

後はゆっくり温泉に入り、お酒を呑みながら楽しい時間

を過ごしましょう。

１回目 １／２４（土）～２５（日）■期日：
２回目 ３／７（土）～８（日）

渡辺勇悦■講師：

５０歳以上で、スキーとお酒を楽しみたい方■対象：
各回２０，０００円■料金：

（講習料、宿泊料【１泊２食】、懇親会費）

各回８名（定員になり次第締切）■定員：

ホームページ申込フォームに必要事項を■申込方法：
入力し、送信ください。電話での申し込みも可能です。

ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/

ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ
田沢湖スキー学校■問合せ：

TEL（４６）２６５３ ＦＡＸ（４６）２６６１

秋 田 内 陸 線

『新春雪見列車（お座敷 』）

内陸線で人気が高いお座敷車両を、ご家族や個人で

もお気軽にご利用いただけるよう、新春企画として毎日
運行します。お座敷車両と山里の冬景色を楽しんでみ

ませんか。

１月１日（木・元旦）～１月１２日（月・成人の日）■期間：
角館駅１１：１０⇒鷹巣駅１３：０９（もりよし２号）■時間：
阿仁合駅９：３２⇒角館駅１０：４０（もりよし１号）
鷹巣駅１４：０１⇒角館駅１６：０１（もりよし３号）
不要。急行停車駅から通常運賃で乗降自由。■申込：

ＴＥＬ０１８６（８２）３２３１■問合せ：秋田内陸線本社

（１２／１再掲）

年金受給者の皆さんへ

源泉徴収票が送付されます

老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合、所
得税法上の「雑所得」として取り扱われます。

社会保険庁では、これらの年金を受給している皆さん

へ、１月に を送付します。「公的年金等源泉徴収票」

この「公的年金等源泉徴収票」には、平成２０年中に支
払われた年金額・源泉徴収税額・扶養親族等の内訳など

が記載されています。

年金以外に所得のある方などは、確定申告の際にこの
源泉徴収票が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、障害年金や遺族年金は非課税のため源泉徴収

の対象とならないことから、源泉徴収票は送付されません。

TEL０１８（８８３）１６５５■担当：秋田社会保険事務局 運営課

平成２１年度 公正取引委員会
「消費者モニター」募集のお知らせ

公正取引委員会では、不当な表示や過大な景品提
供等を取り締まり、消費者である皆さんの利益の保護

に努めています。

「消費者モニター」になられた方には、研修会での勉
強(年２回位)、アンケート調査への協力、独占禁止法や

景品表示法に違反すると思われる情報の提供、意見

や要望の提出などの仕事をしていただきます。

専門的な知識や資格は一切必要ありません。
２０歳以上の方(学生可)■応募資格：

詳しくは、秋田県のホームページ若しくは■応募方法：

下記までお問い合わせください。

県生活環境文化部 安全・安心まちづくり推進課
担当：白根ＴＥＬ０１８（８６０）１５１７

２月１３日(金) (当日消印有効)■応募締切：

全国で８００名程度■募集数：
応募者多数の場合は、地域、年齢、その他応募■選考：

はがき又は封書の記載内容を考慮して選考します。
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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～

地域活動に参加した経験のない方でも、「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

「地域づくり塾」が開催されます。“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。

１月３１日（土）１３：３０～１６：３０■日時：

仙北市総合情報センター（角館町田町上丁２３）■ ：会場

２０名■定員：

岡本義行氏（法政大学大学院政策創造研究科教授）■ ：講師

※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。

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（角館町田町上丁２３）■ ：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

応募締切：１月２３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

参加者大募集！！ 冬期園芸生産拡大説明会

冬期園芸作物の新規作付・作付拡大に意欲がある

方、説明会に参加して圃場を視察してみませんか。

１月２１日（水）１３：３０～１６：３０■開催日時：

ＪＡ秋田おばこ中仙支店■集合場所：
■内容：

寒締めホウレン草、促成アスパラ、菌床シイタケについて

栽培技術等の講習を受けたあと、バスにより圃場を

視察します。
無料■参加費：

１月１４日（水）まで■申込期限：

ＪＡ秋田おばこ各営農センター■申込・問合せ：
または、仙北地域振興局農林企画課 チャレンジプラン班

TEL０１８７（６３）６１１１

健康講話・メタボリック予防講座のお知らせ

お腹回りが気になりませんか

平成２０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。

いつまでも健康でいるためには、

予防がなによりです。その予防の
ポイントを健康講話・予防講座で

つかんで日常生活に活かしてみましょう。

＜健康講話＞

メタボリックシンドロームの予防について■テーマ：

１月２１日(水) １３：３０～１５：００■日時：

健康管理センター(角館交流センター隣)■場所：
※参加される方は、保健課までお申込みください。

おおさわ胃腸科内科クリニック■講師：

院長 大澤佳之 先生
ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

＜予防講座＞ ～知って得する健康講座～
：■日程及び場所

１月２３日(金) 田沢湖健康増進センター

１月３０日(金) 健康管理センター(角館)

１３：３０～１３：５０ 受付■内容及び時間：
１４：００～１５：００ 講話

「メタボリックシンドロームと生活習慣について」■演題：

秋田県総合保健事業団医師 浜出直人 先生■講師：
各２０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：仙北市保健課
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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 １０７３９８１②介護職員(常雇)パート◆ -
労働者③不問④６５０～１，０００⑤大仙市⑥普通自

動車免許一種 ホームヘルパー２級 ①０５０４１ １◆ -
０７４５８１②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 危険物取扱者（乙種） ①◆

０５０４１ １０７５４８１②介護員常雇(正社員)③不問-
④１３０，０００～１７０，０００⑤仙北市⑥不問・ホー

ムヘルパー２級介護福祉士あれば尚可 ①０５０４◆

１ １０７７８８１②とび工及び土工(臨時４ヶ月未満)正-
社員以外③不問④１７５，０００～３００，０００⑤県内

及び県外(現在は盛岡）の現場⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１ １０７８２８１②訪問介護員(常雇)パ◆ -
ート労働者③不問④１，０００～１，２００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種 ホームヘルパー２級 ①０３◆

０１０ １６４５６３８１②（請）調理員（仙北市）臨時４ヶ-
月以上(正社員以外)③不問④１１２，６４０～１３０，

２４０⑤仙北市⑥不問 ①０３０１０ １６４５７６８１②◆ -
（請）調理員（仙北市）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

①０５０４１ １０８１９８１②清掃業務(常雇)パート◆ -
労働者③不問④７００～７００⑤大仙市⑥不問 ①０◆

５０１６ー２８１９０８１②小売店販売店（コンビニ）急募

（常雇）パート労働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１ １０８４７８１②販売店員(常雇)パ◆ -
ート労働者③不問④６４０～６４０⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種尚可 ①０５０４１ １０８３４８１②土木◆ -
技術者(常雇)正社員③不問④１７６，０００～２２０，

０００⑤大仙市⑥給水装置主任技術 １級土木施工

管理技士

※平成２０年１２月１２日～１２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ＴＥＬ（５４）２４３４

い合わせ下さい。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

第７回「囲碁まつり」
第８回「高橋杯争奪囲碁大会」

日本棋院・女流棋士・万波奈穂２段を迎えて第７回

「囲碁まつり」第８回「高橋杯争奪囲碁大会」

が開催されます。
２月１４日（土）・１５日（日）■日時：

たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ■場所：

■参加費
１５，０００円◇１泊３食・大会参加費

４，０００円◇日帰り参加、昼食・大会参加費

１月１９日（月）まで■申込締切：

TEL（４４）２５００■申込・問合せ：たざわこ芸術村
又は、 （千葉まで）TEL０９０（８９０３）３４３１

あなただけの可愛い

「お雛様」をつくりましょう

お雛様のきめこみパッチワーク講習会を下記のよう

に開催いたします。１２月に製作した干支パッチワーク

講習会が好評で受講生の方々の希望も多く開講するも
のです。今回は、製作するパッチワークキットは各自選

べます。

２月２日（月）１３：００～１６：００■日時：

角館公民館 研修室１■会場：
パッチワークキット（実費） 講習料５００円■材料費： +
はさみ、目打ち、布用ボンド■持参品：

１５名■募集人員：
１月１９日（月）までお申込ください。■申込・問合せ：

TEL（５４）１１１０角館町公民館

「認定こども園紹介パネル展」兼

「見て見て！ぼくの絵、わたしの絵」 絵画展

県南地区を主とした地域の、５歳児の絵画約８０点が展

示されます。認定こども園の紹介パネル展もあります。
１月１７日（土）～１８日（日）１０：００～１８：００■日時：

イオン大曲ショッピングセンター２階特設スペース■会場：

南教育事務所幼保推進班■問合せ：

TEL０１８２（３２）１１０１

地上デジタルテレビ放送の試験電波を発射

地上デジタルテレビ放送中継局が、

角館（太平山）・田沢湖（熊ノ台）・

西木（堂村）に完成し、１２月８日（角館、西木）、

９日（田沢湖）から試験電波が発射されています。開局

までに調査等により試験電波が停止することがあります。

なお、開局は平成２１年１月中旬ころの予定です。

TEL（４３）３３８３■問合せ：仙北市教育委員会生涯学習課

（１２／１５再掲）


