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№８５平成２１年４月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員を募集します

■募集業種：

台帳整備に係る資料作成補助等【事務補助員１名】

田沢湖地域センター総合窓口課 TEL（４３）１１１５

】【施設調査等補助員２名

市内街灯等調査及び台帳整備等

環境防災課 TEL（４３）３３０８

施設環境整備等【環境整備作業員３名】

角館地域センター総合窓口課 TEL（４３）３３０５

４月１７日（金）～４月２３日（木）■募集予定期間：

５月上旬から６ヶ月未満■雇用予定期間：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、■申込方法：

各担当課へご持参願います。（募集期間が短いた

め、郵送での受付は致しません。）

（緊急雇用対策室■問合せ：各担当課又は商工課

へお問い合わせください。ＴＥＬ（４３）３３５１）
※採用については、書類又は面接によって選考します。

※募集業種、採用人数、雇用予定期間が変更になる場合

がありますのでご了承ください。

※今回の募集は、企業の景気悪化により解雇及び離職を余

儀なくされた方、仙北市民の方を優先させていただきます。

定額給付金の申請について

現在申請を受付中です。申請手続きの整ったものよ

り、支給の準備を進めております。まだ申請されていな

い方は手続きをお願いいたします。

①申請書と②預金通帳のコピー（振込先■申請方法：

金融機関のもの）を提出してください。

申請書と預金通帳のコピーを返信用封筒【郵送申請】

で送付してください。

申請書と預金通帳を持参のうえ、各地域セン【窓口申請】

ター及び出張所の窓口にて申請してください。

※預金通帳のコピーは、口座番号と氏名がカタカナで記

載されているページをコピーしてください。コピーは、各

地域センター及び各出張所でとることができます。

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで【受付時間】

です。（土日、祝日は除く）

平成２１年９月３０日（木）■申請受付期限：

ＴＥＬ（４３）１１１１■定額給付金担当：仙北市総務課

仙北市 保健課からのお知らせ

病 院 検 診 の ご 案 内

肺がん検診 子宮がん・卵巣腫瘍検診 乳がん検診

◇肺がん検診について

４０歳以上＊対象年齢：

５月１日～１１月２７日＊検診期間：

◇子宮がん・卵巣腫瘍について

２０～３９歳までの女性、４０歳以上で、＊対象年齢：

２１年度中に偶数年齢になる女性

◇乳がん検診について

４０歳以上で、２１年度中に偶数年齢に＊対象年齢：

なる女性

５月７日～１２月１０日＊検診期間：

《申込方法》

■予約受付期間：
◎肺がん検診

４月１３日（月）～１１月２０日（金）

◎子宮がん・卵巣腫瘍検診、乳がん検診
４月１３日（月）～１１月３０日（月）

午前９時～午後３時■予約受付時間：

※電話でお申し込みください。（外来では、受け付

けておりませんのでご了承ください）

（市立角館総合病院・総務企画課）TEL（５４）２１１１

※お申し込みの際は、最初に｢仙北市の検診です｣

と話し、検診名・氏名・生年月日・住所・電話番号・

保険の種別を伝えてください。

田沢湖地区、西木地区、角館地区の方どなたで●

も検診を受けることができます。ただし、各地区

で行う集団検診と両方を受けることはできませ

んのでご了承ください。

TEL（５５）１１１２◇くわしくは保健課にお問い合わせください

「結核検診受診書」について

集団検診車での結核検診にかわり、かかりつけの医

療機関で検診された方は、結核検診受診書に記入して

いただき保健課にご提出ください。

医療機関で、初めて検診を受け記入していただいた

時、市外の医療機関で発行していただく時には料金が

かかりますのでご了承ください。

※この検診受診書の用紙は、市内の医療機関、保健課に

あります。

《担当》 仙北市保健課 ＴＥＬ（５５）１１１２

「大腸がん検診の研究（比較試験）」に参加してみませんか？
～いよいよ研究事業が始まります～

詳しくは、折り込みをご覧ください。
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市立角館総合病院からのお知らせ

平成２１年４月から毎月第４日曜日の午前９時から

午後３時まで大曲仙北医師会角館ブロックの先生方

が、当院の救急医療業務を応援してくださることになり

ましたのでお知らせいたします。

なお、診療科は、内科・小児科を主に受け持っていた

だくことになっております。

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

西木公民館では、「漢字能力検定」平成２１年度第１

回検定を下記日程で開催します。「資格を取得したい」

「自己啓発のため」「最近漢字を忘れてきた…」など、自
分の漢字力を試すチャンスです。どなたでも受けられま

すので、是非受けてみませんか？

６月６日（土）１０時～■開催日：

４月３０日■申込締切：
西木公民館■会場：

２級 ４，０００円■検定料：

準２級～７級 ２，０００円
８～１０級 １，５００円

検定料を添えて西木公民館まで■申込み：

■級の目安：

（小１修了程度） ９級（小２修了程度）１０級
（小３修了程度） ７級（小４修了程度）８級

（小５修了程度） ５級（小６修了程度）６級

（中学在学程度） ３級（中学卒業程度）４級
（高校在学程度） ２級（高校卒業程度）準２級

申込みが２０人に至らなかった場合は中■注意事項：

止となります。

TEL（４７）３１００■問合せ：西木公民館

し尿汲み取り料金の値上げのお知らせ

町村合併前の公衆衛生施設組合から８年間値上げ
をしておりませんでしたが、諸般の事情により、４月１日
より１００リットル当り７９円の値上げになりましたので、
よろしく周知願います。

（例）
１００ → ５８８円値 上 げ 前 │ ℓ
１００ → ６６７円値 上 げ 後 │ ℓ

３００ →１，７６４円値 上 げ 前 │ ℓ
３００ →２，００１円値 上 げ 後 │ ℓ

仙北市し尿処理組合 代表 羽後衛生社■問合せ：
または、サニックス・ＴＥＬ（５４）３３１２

にしき美掃社・堀川林業・おばこ環境清掃・中仙衛生社
（※問合せは各業者へお願いします）

玉川ダムで、クレストゲートより
放流試験を行います！

玉川ダムでは毎年５月頃、雪融け水の調節のためオ

リフィスゲート（常用放流設備）より放流を行っていまし

たが、今年はクレストゲート（非常用放流設備）より放流
します。クレストゲートの放流は、ダム竣工前に一度試

験を行っていましたが、この度の放流は、平成２年以来

の１８年振りになるものです。またこの時期は、下流公
園の桜もきれいでお花見にも最適です。ダムの中の見

学会もあり、またとないチャンスですので、ぜひご家族

などでいらしてください。

５月９日（土）・１０日（日） ９：００～１６：００■日時：
※事前連絡などは必要ありません。

国土交通省 玉川ダム管理所 管理係■問合せ：

〒０１４－１２０５ 仙北市田沢湖玉川字下水無９２
ＴＥＬ（４９）２１７０ ＦＡＸ（４９）２１６６

ｈｔｔｐ：//www．ｔｈｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ/ｔａｍａｇａｗａ/ホームページ

平成２１年度

市立角館総合病院市民公開講座のお知らせ

市民公開講座を開催いたします。多数のご参加をお

待ちしております。

５月７日（木） 午後３時～４時■日時：

市立角館総合病院 管理棟 ２階会議室■会場：
健康情報は信じられるのか？■題目：

─ 脳卒中と癌の予防のために ─

東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学■演者：
大橋 靖雄 教授

国立がんセンターがん予防検診研究センター■座長：

検診研究部 斎藤 博 部長

一般市民、医療関係者■対象：
市立角館総合病院 総務企画課■申込・問合せ：

ＴＥＬ（５４）２１１１※５月１日まで電話で申込みください。

第１５回CALPIS こどもの日全国少年野球教室

！少年野球教室開催

こどもの日に野球教室を

開催します。

たくさんの参加お待ちして

います。

５月５日（火・祝） 午前９時～（所要時間２～３時間）■日時：

仙北市角館町 落合野球場■会場：

仙北市野球連盟■主催：

日本プロ野球ＯＢクラブ■共催：
小学校４年生～中学校３年生・一般野■参加対象者：

球愛好者（スポ少指導員など可）※約３００人まで

無料■参加料：

仙北市野球連盟事務局■申込・問合せ：
TEL（４３）３３８３小松誠一
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「企画展」のご案内平福記念美術館

◇ 春・爛漫展 ◇

４月１２日（日）～５月３１日（日）※会期中は無休■会期：

◇ 石井晴子 絵画展 ◇
－シリーズ（都会の憂鬱）及び小品展－

〈※カルチャールームにて〉

４月１９日（日）～２６日（日）※会期中は無休■会期：

午前９時～午後５時（入館午後４時半まで）■開館時間：
大人３００円、小人２００円■入館料：

（団体割引有り）

ＴＥＬ（５４）３８８８■会場：角館町平福記念美術館

ひとり親家庭等対象講習会の開催について

秋田県内に在住する母子家庭の母、寡婦、父子家庭の

父を対象とした就労支援講習会を開催します。

〈経理事務講習会〉

５月２３日～９月１２日の毎週土曜日 １５日間■日時：

１０：００～１５：００ （６月２０日・８月１５日は休みます）

２０人 簿記（基礎）講座■募集人数： ■内容：

無料（但し、テキスト代２，５２０円は実費）■受講料：

５月１２日（火）１５：００■締切：

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター■会場・申込：

（秋田市旭北栄町１－５ 秋田県社会福祉会館５階）

※電話またはＦＡＸにて申込ください。

〈調理師試験対応講習会〉
７月１３日（月）・１５日（水）・１７日（金）■日時：

９：００～１７：００（昼休憩１時間）

２０人 無料（但し、テキスト代■募集人数： ■受講料：

１，５００円程度は実費）
６月３０日（火）■締切：

（※同一日に横手・秋田の両会場で開催です）■会場：

ふれあいセンターかまくら館観光協会〔横手会場〕

TEL０１８２（３３）７１１１横手市中央８－１２
秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター〔秋田会場〕

秋田市旭北栄町１－５ 秋田県社会福祉会館５階

TEL０１８（８９６）１５３１

各地域振興局福祉環境部、各市福祉事■申込方法：
務所、各町村役場、各ハローワーク、各郡市母子寡

婦福祉連合会に申込書がありますので、記入の上、

申し込みください。FAX、メールでも受け付けます。
秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター■申込先：

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター■主催：

TEL０１８（８９６）１５３１ ＦＡＸ０１８（８６６）２１６６

メール ｊｉｒｉｔｕｓｉｅｎ＠ｂｌｕｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ

秋田県農業研修センター研修のご案内

ハンギングバスケット作り（初級）

５月１６日（土）１０：００～１２：００■日時：
生態系公園観賞温室（南秋田郡大潟村）■会場：

一般 ２０名 ２，０００円■対象： ■受講料：

ハンギングバスケット作り（上級）

５月１６日（土）１３：３０～１５：３０■日時：

生態系公園観賞温室（南秋田郡大潟村）■会場：
一般 １０名 ４，５００円■対象： ■受講料：

TEL０１８５（４５）３１０６■申込・問合せ：
指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所

手作り体験「米の加工（笹巻き・おやき）」

５月２９日（金）１３：３０～１６：００■日時：
農業研修センター「加工実験室」（南秋田郡大潟村）■会場：

農業者・一般 ２０名 １，０００円■対象： ■受講料：

TEL０１８５（４５）３１１３■申込・問合せ：

農業研修センター総務・企画研修班

サウンドテーブルテニス体験講習会

サウンドテーブルテニスとは？ころがすと、カラカラと
音が出るピンポン球を、卓球台の上で転がしながらラ
ケットで打ち合う、卓球に似たゲームです。目の不自由
な方も、そうでない方も、ともに楽しめる軽いスポーツで
す。ズック靴など、動きやすい服装で、気軽にご参加く
ださい。参加費無料。

５月１０日（日）■日時：
１０：００～１５：００
勤労青少年ホーム（角館町外ノ山）■会場：

TEL（５４）１８３４■問合せ：東仙北視覚障害者協会 藤原

「旅の香り四季名宿めぐりお正月スペシャル」
再放送のお知らせ

前回は、１月６日に地上波で放送されましたが、今回は

ＢＳ朝日にてデジタル放送されます。是非ご覧ください。

４月２５日（土）１４：００～１６：２４■日時：
野際陽子、中井美穂、氷川きよし、前川清と■出演者：

萩本欽一（角館でロケしました）、中川集落の皆さん

（火振りかまくら出演）、プラザホテルのファーストフ

ード 、青柳家、百穂苑などZEN
TEL（４３）３３５２■問合せ：仙北市観光課

角館公民大学入学式

角館公民大学の４月の予定をお知らせします。

入学式並びに始業式■行事予定：
４月２４日（金）１０：００～■日時：

角館交流センター（仙北市角館町中菅沢７７－４０）■場所：

TEL（５４）１１１０■問合せ：角館公民館
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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

①０５０４１－３１８３９１②事務補助、観光案内(臨時４ヶ月以◆

上)正社員以外③不問④１１８，８００～１１８，８００⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１－３１９６９１②和菓子製造職人(常雇)正社員◆

③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４◆

１－３２３２９１②接客販売員(臨時４ヶ月未満)パート労働者③不

問④６５０～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－３２４５９１②販◆

売員【急募】臨時４ヶ月未満(パート労働者)③不問④６８０～７５

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－３２５１９１②◆

販売員【急募】常雇(パート労働者)③不問④６８０～７５０⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－３２６０９１②介護職員◆

【急募】常雇(正社員)③不問④１５０，０００～１８０，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 准看護師 介護福祉士 ①０５０４１◆

－３２７３９１②営業(常雇)正社員③不問④１１０，０００～２００，

０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－３２８６９１◆

②宅地建物取引主任者(常雇)正社員③不問④１１２，２００～１

１２，２００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 宅地建物取引主任

者 ①０５０４１－３２９９９１②調剤・一般販売(常雇)正社員③不◆

問④３７０，０００～３７０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

薬剤師 ①０５０４１－３３０８９１②一般事務職員(常雇)正社員◆

③不問④１３０，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１－３３１２９１②調理師（和食）常雇(正社員)③◆

不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥調理師 ①０５０４◆

１－３３２５９１②ホール係(常雇)パート労働者③不問④７００～８

５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－３３３１９１②看護師(常雇)正◆

社員③不問④２２０，０００～３２０，０００⑤仙北市⑥看護師 ①◆

０５０４１－３３４０９１②調理担当(常雇)正社員③不問④１５０，０

００～３５０，０００⑤仙北市⑥調理師 ①０５０４１－３３５３９１②◆

配管技術者(常雇)正社員③不問④２３０，０００～２８０，０００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 管工事施工技士２級 配管技

能士（２級） ①０５０４１－３３６６９１②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

自動車免許二種 ①０５０４１－３３７９９１②運転代行【２種免◆

許】常雇(パート労働者)③不問④８００～８００⑤仙北市⑥普通

自動車免許二種 ①０５０４１－３３８４９１②土木作業員(常雇)◆

正社員③不問④１６８，０００～２１６，０００⑤仙北市・秋田市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０４１－３３９７９１②とび工(常雇)◆

正社員③不問④１６８，０００～２８８，０００⑤仙北市・秋田市⑥

普通自動車免許一種 移動式クレーン運転士 玉掛技能者 ①◆

０５０４１－３４０５９１②土木技術者【急募】常雇(正社員)③不問

④１６８，０００～２４０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

土木施工管理技士２級 ①０５０４１－３４１１９１②運動指導者◆

(常雇)正社員③不問④１２０，０００～２００，０００⑤北秋田市・山

本郡藤里町⑥不問 ①０５０４１－３４２０９１②寿司の製造販売◆

(常雇)パート労働者③不問④７００～８５０⑤仙北市⑥不問 ①◆

０５０４１－３４３３９１②介護職員(常雇)正社員③不問④１４３，２

００～１９６，０００⑤仙北市⑥看護師 ①０５０４１－３４４６９１②◆

介護職員(常雇)正社員③不問④１３３，２００～１６８，４００⑤仙

北市⑥介護福祉士 介護支援専門員 ①０５０４１－３４５９９１◆

②介護職員(常雇)正社員③不問④１１４，４００～１４９，６００⑤

仙北市⑥ホームヘルパー１級 ホームヘルパー２級 ①０５０４◆

１－３４７７９１②調理員(常雇)正社員③不問④１１７，５００～１１

７，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

※平成２１年３月２７日～４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」 にお問い合わせください。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

パ ー ト 看 護 師 募集

市立田沢湖病院で、パートの看護師を募集しております。

３～４名■募集人員：
１年間を予定（採用日は随時）■雇用期間：

※詳細については電話で直接お問い合わせください。

ＴＥＬ（４３）１１３１■問合せ：市立田沢湖病院事務局

消防設備士資格取得に伴う準備講習会について

８月２３日（日）に開催の消防設備士試験受験者のた
めの事前講習会を下記日程で開催いたします。
■実施日程・種類：

５月２６日（火）～２７日（水）第１類（甲・乙）
５月２８日（木）～２９日（金）第４類（甲・乙）

６月１日（月）～２日（火）第６類（乙）

ＴＥＬ０１８（８６２）２４３３■会場：ルポールみずほ
秋田市山王４丁目２－１２

４月２０日（月）～５月８日（金）■受付期間：
会員 １０，５００円■受講料：
非会員１３，６５０円

社団法人 秋田県消防設備保守協会■申込・問合せ先：
秋田市中通６丁目７－９（畜産会館３F）

ＴＥＬ０１８（８３５）５８８０
消防設備士試験■受講対象者：
第１類・第４類・第６類 受験予定者

スマイルバス運行経路変更について

４月２７日（月）と２８日（火）は一部経路を迂回します。

１０：００～１６：００■時間帯：
伝承館前、川原町■迂回のため停車しないバス停：

※土日祝日は運休日となります。

ＴＥＬ（５２）２４３８■問合せ：（株）西宮家

平成２１年度

「市役所窓口ガイド」ご活用ください

市役所に用事があるのに、担当がどこか分からなく

てお困りになったことはありませんか。
市役所の担当窓口をかんたんにまとめた「市役所窓

口ガイド」を作成しましたのでお配りします。見やすいと

ころに貼るなどして、ご活用ください。


