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№８７平成２１年５月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員等を募集します

市道・普通河川の維持管理等■募集業種：
【環境整備作業員２名】 建設課 TEL（４３）２２９４

５月１５日（金）～５月２２日（金）■募集予定期間：
６月上旬から３ヶ月■雇用予定期間：

チェーンソーやブッシュを用いた市有林の■募集業種：
保育作業等

【造林作業員７名】 農林課 TEL（４３）２２０７

６月１日（月）～６月１０日（水）■募集予定期間：
６月中旬から３ヶ月■雇用予定期間：

（委託事業の為、詳細は今後確定する委託業者がハロ

ーワークを通じて募集します。）

登山道等の整備・刈払い■募集業種：
【環境整備作業員４名】 観光課 TEL（４３）３３５２

５月１５日（金）～５月２２日（金）■募集予定期間：
６月上旬から２ヶ月■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：各担当課等又は商工課

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。

藍の絞り染め教室 参加者募集

のれんかテーブルクロス用に藍染め伝統の模様を絞っ

て染めてみましょう。３回とも参加できる方に限らせていた
だきます。

■期日と内容：

１回目 ６月５日（金） デザイン決めと絞り

２回目 ７月３日（金） 絞りと絞りの点検
３回目 ７月１７日（金） 絞りの点検と染め

９：３０～１５：００頃■時間：

秋田県立博物館 宮本康男先生■講師：
西木公民館■会場：

１人２０００円程度■参加費：

昼食を持参ください（弁当の注文もできます）■その他：

裁縫用具■持ち物：
５月２８日（木）まで西木公民館へ■申込等：

ＴＥＬ（４７）３１００

仙北市 入山規制及び

て入山許可証の交付につい

平成２１年度仙北市普通共用林野区域内の入山

規制及び入山許可証の交付について（お知らせ）

昭和５８年度から実施しております普通共用林野区

域内における入山規制を、今年度も引き続き実施いた

します。

つきましては、共用者（仙北市民）に対する入山許可

証（個人券）を、次により交付開始しますので、必要な

方は事前に受領されるようお願いします。

なお、料金徴収所（小和瀬、黒石）での交付はしませ

んので、最寄りの交付場所でお受け取りください。

◎入山許可証の交付場所及び交付期間

■交付場所：

・田沢湖地区にお住まいの方…田沢湖地域センター

総合窓口課、田沢・神代各出張所

・西木地区にお住まいの方…西木第２庁舎農林課、

桧木内・上桧木内各出張所

・角館地区にお住まいの方…角館地域センター総合

窓口課

■交付期間：

・平成２１年５月１８日（月）～平成２１年６月１９日（金）

頃まで（土・日は交付いたしません）

■手数料：

・ （１個人１枚） (市民はすべて個人券)個人券 ５００円

※個人券を持参しない場合は、市外入山者の取り扱いと

なり、現地で１，０００円をご負担していただくことになり

ます。(市外の入山者は１人１日１，０００円を徴収します)

☆入山許可証交付申請に当たり、依頼されて来られる

方は、あらかじめ依頼人の住所・氏名・年齢・電話番

号を確認の上申請するようお願いします。

◎入山規制について

■ 場所：有料採取を行う区域と料金徴収

ha・仙北市田沢湖田沢字小和瀬沢国有林ほか １５，６８５

・小和瀬林道入口、黒石林道入口の２箇所

■入山規制開始予定日：

・平成２１年５月３０日（土）を予定

■問合せ：
仙北市普通共用林野運営協議会

（事務局：仙北市役所田沢湖地域センター総合窓口課

ＴＥＬ（４３）１１１５）



- 2 -

短期人間ドック受診助成制度のお知らせ

仙北市国民健康保険では、病気の早期発見・早期

治療に役立てていただくため、短期人間ドックの助成を

行っております。

仙北市国民健康保険加入者であり、年齢が当■対象者：

該年度で４０歳以上７５歳未満（後期高齢者医

療対象者除く）の方

前年度までの国保税を完納されている方

１人 ２１，０００円を限度とします■助成金額：

（年度内で一回のみ）

市立角館総合病院、市立田沢湖病院、■受診医療機関：

仙北組合総合病院の３ヶ所

※受診希望の方は、直接医療機関へ予約をしてから

助成金の申請を行ってください。窓口で受診日の

確認をします。

～平成２１年１２月２８日（月）まで■募集期間：

※人間ドックを受ける方は特定健診を受診する必要

はありません。（募集定員を超えると〆切が早まる

場合がありますのでご了承ください。）

国民健康保険証、印鑑■持参するもの：

仙北市役所各庁舎窓口、各出張所窓口■受付場所：

※申請せずに受診された方でも助成を受けることが出

来ます。印鑑・領収書・金融機関の通帳を持参し、手

続きしてください。

仙北市役所■問合せ：

市民課国保年金係

ＴＥＬ（４３）３３０７

水辺めぐりウォーキングのお誘い

美郷町で水環境を意識しながら歩こうという「水辺め

ぐりウォーキング」を開催します。「豊かな自然の魅力
がいっぱい」の美郷町で新緑と美しい湧き水を満喫して

みませんか？

また、健康に配慮した食生活や食事メニューの紹介
も行います。大仙市と仙北市、美郷町、県が合同で開
催するイベントです。ぜひご参加ください。

６月１４日（日）■期日：
午前８時３０分集合・午後３時解散■時間等：

美郷町六郷公民館■集合場所：
①六郷湧水群、土崎地区「大シズ」からラベン■内容：

ダー園のウオーキング ※バス移動あり。
ウォーキング総距離数は約７㎞。

②ヘルシーメニューの紹介
飲み物、タオル、昼食■持ち物：
無料 ６０名■参加料： ■定員：

５月２９日（金） 締切■申込方法：
美郷町教育委員会 社会教育課■申込・問合せ先：
ＴＥＬ０１８７（８４）４９１５スポーツ振興班
ＦＡＸ０１８７（８４）１３１５

大腸がん検診を受けてみませんか

大腸がん検診の研究（比較試験）で大腸がん検診を
受けてみませんか？

この研究（比較試験）は仙北市一丸となって行う検診

で、大腸がんは、早く検査で見つけて、早く治療するこ
とができれば治せるがんです。

あなたの健康チェックもかねて「大腸がん検診の研

究（比較試験）」に参加ご協力をお願いします。

◆４０歳から７４歳で対象の方には、６月中にご案内と

検便容器が配られます。

◆７月２日の西木地区の検診からスタート！

◆研究（比較試験）に参加いただけた場合→無料

参加いただけない場合：市の集団検診（便潜血検

査）では→社会保険の方：４０歳から６９歳までは５００

円／国民健康保険の方：今までどおり無料。

◆研究（比較試験）参加者は、

１ 便潜血検査のみの受診、２ 便潜血検査＋大腸内. .
視鏡検査を受診、の２つのグループに分けられます。

どちらになるかはコンピューターが公平に決めますの

で、グループをご自身で選んでいただくことはできません。

仙北市 保健課 TEL（５５）１１１２■詳しい問合せ：
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００

（土・日・祝日・年末年始を除く）

｢釣りバカ日誌１５｣が
イオンシネマ大曲で再上映されます！

「釣り平成１６年に仙北市内でもロケが行われた松竹映画

が、イオンシネマ大曲バカ日誌１５／浜ちゃんに明日はない」

（イオン大曲ショッピングセンター内）の大型スクリーンで再上

映されます。この映画は、かくのだてフィルムコミッション登録

のエキストラを初め、数多くの仙北市民が出演しています。仙

北市の映画代表作の１つですので、是非ご来場ください。

５月２３日（土）～６月５日（金）■期間：

９：３０～、１２：３０～ 約２時間■時間：

１，０００円■料金：

《羽後交通：イオン大曲ショッピングセンター直行バス》

片道７００円、往復１４００円■料金：

９ ００ ９ ５９■バス時間： 角館営業所発 ： →イオン着 ：

１０００ １０５９角館営業所発 ： →イオン着 ：

１３１０ １４０２イオン発 ： →角館着 ：

１５５０ １６４２イオン発 ： →角館着 ：

かくのだてフィルムコミッション（仙北市観光課内）■問合せ：

℡（４３）３３５２ ℡０１８７（６６）３７８２イオンシネマ大曲
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人権・いじめ・困りごと相談所のご案内

相談無料、秘密厳守。ひとりで悩まず相談してください。

◎次のような悩みごと・困りごとはありませんか？

●近隣との争いごと ●いじめや体罰

●子どもや高齢者の虐待 ●配偶者からの暴力

●結婚・離婚の強要・妨害 ●借地・借家の問題

●押し付けやいやがらせ

●登記・戸籍・相続・扶養等の問題

●名誉・信用を傷つけられたとき

６月１日（月）１０：００～１５：００■日時：

仙北市役所角館庁舎■会場：

田沢湖総合開発センター

社会福祉協議会 西木支所

秋田地方法務局大曲支局■主催：

大曲人権擁護委員協議会

子ども人権１１０番 ＴＥＬ０１２０（００７）１１０

女性の人権ホットライン ＴＥＬ０５７０（０７０）８１０

野球公認審判員を募集します！

秋田県野球協会では、平成２１年度２種公認審判員

資格審査会を横手市（グリーンスタジアムよこて）で行

います。

○学童野球から生涯野球まで、みんなで野球に参加し

ませんか。女性の審判員も大歓迎でお待ちしております。

資格審査会は次によりますが、当日、会場でも受け

付け可能です。

５月３１日（日）■資格審査会開催月日：

○筆記試験 午後１時～

○実技試験 午後２時～

横手市赤坂運動公園 「グリーンスタジアム■会場：

よこて」球場 雨天時：室内練習場

一人 ３，５００円（高校生無料）■受験料：

平成２1年４月２日現在、秋田県在住で■受験資格：

満１７歳以上、６２歳以下であることを原則とする。

受験者を対象に講習会を行います。■事前講習会：

５月３１日（日） 午前８時３０分受付開始

「ルール・実技の勉強」 午前９時～１２時

秋田県野球協会審判部北仙北支部■受付・問合せ：

TEL（４７）２８８４事務局 佐藤人志

TEL０９０（９０３９）８１１１携帯

勤務地：仙北市教育委員会内

消 防 設 備 士 講 習 会

■受講対象者：

①：消防設備士免状の交付を受けた日から２年以内の方

②：①の講習を受けた日から５年以内の方

■講習日・講習区分：

甲・乙共通 １・２・３類【消防設備】

実施日：７月１３日（月）

甲・乙共通 ４・７類【警報設備】

実施日：７月１５日（水）又は１６日（木）

甲・乙共通 ５・６類【避難設備・消化器】

実施日：７月１７日（金）

TEL０１８（８６５）１１９１■会場：秋田市文化会館

秋田市山王７－３－１

６月８日（月）～６月３０日（火）■受付期間：

社団法人 秋田県消防設備保守協会■申込・問合せ：

秋田市中通６－７－９TEL０１８（８３５）５８８０

おはなしコンサート

命 の 絆 コ ン サ ー ト

５月２７日（水）午前１０：３０～（開場１０：００）■日時：

田沢湖ビール（わらび座）■会場：

１，０００円（ドリンク付）■入場料：

朗読：小柳生子、■内容：

クラリネット演奏：安藤満里、

ピアノ演奏：倉持千恵子、歌：鈴木明美、手話：髙橋眞行美

おはなしコンサート■主催：

TEL（４４）３９８８■申込・問合せ：田沢湖ビール

秋山邦久のあじさい塾 Part２

５月３０日（土） １３：３０～■日時：

ＮＰＯ角館総合型地域スポーツクラブハウス体育館■会場：

（角館オープン薬局となり）

「親・教師のためのコミュニケーション術」■演題：

～子どもを伸ばす魔法の言葉～

※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：

財団法人 上廣倫理財団■協力：

TEL０９０（２９８９）２９１８■問合せ：安藤満里

TEL０９０（５８４７）９００６小野マサ

（５／１号再掲）
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春の狂犬病予防注射日程平成２１年度

生涯１回の登録と、年１回の狂犬病予防注射を必ず
受けましょう！

登録料 １頭につき ３，０００円■料金：
注射料 １頭につき ３，０７０円

■日程表：

６月２日（火） 田沢湖地区 生保内
（１ 班）
９：３０～ ９：４０ │ 田子ノ木（千葉商店前）１ １
９：５０～１０：００ │ 大沢部落会館前１

１０：２０～１１：００ │ 石神会館前
１１：１０～１１：３０ │ 高野バス停前

１３：００～１３：２０ │ 上滝沢部落会館前
１３：３０～１３：５０ │ 武蔵野第１会館前
１４：００～１５：００ │ 仙北市役所 田沢湖庁舎前

（２ 班）

９：３０～ ９：５０ │ 刺巻駅前１ １
１０：００～１０：２０ │ 四十程会館前
１０：３０～１０：５０ │ 野村田向会館前

１１：００～１１：３０ │ 手倉相内会館前
１３：００～１４：００ │ 大杉沢団地会館前
１４：１０～１５：００ │ 武蔵野会館前（生保内中そば）

６月３日（水） 田沢湖地区 神代

（１ 班）

９：３０～ ９：５０ │ 旧神代保育所前１ １
１０：００～１０：３０ │ 森腰改善センター前

１０：４０～１１：００ │ 岡崎生活改善センター前
１１：１０～１１：３０ │ 上院内バス停前

１１：４０～１２：００ │ 院内部落会館前
１３：３０～１３：５０ │ 東田部落会館前
１４：１０～１４：４０ │ 神代出張所駐車場

（２ 班）

９：３０～１０：００ │ 真崎野会館前１
１０：２０～１０：５０ │ 大荒田会館前
１１：１０～１１：３０ │ 生田会館前

１３：３０～１４：００ │ 小松農村広場
１４：２０～１４：５０ │ 内陸線羽後太田駅前

６月４日（木） 田沢湖地区 田沢

９：３０～ ９：４０ │ 鎧畑バス停前１ １
９：５０～１０：１０ │ 打野会館前１

１０：２０～１０：４０ │ 田沢出張所前
１０：５０～１１：１０ │ 先達部落会館前
１１：３０～１１：５０ │ 高原（田沢プラトーホテル前）

６月５日（金） 西木地区 桧木内

９：１０～ ９：２５ │ 戸沢ポンプ置場１ １
９：３５～ ９：５０ │ 桁沢バス停付近１ １

１０：００～１０：４５ │ 紙風船館前
１０：５５～１１：０５ │ 三共児童館前

１１：１５～１１：３０ │ 中里児童館前
１３：００～１３：１０ │ 相内潟浅利賢次郎宅前
１３：３５～１３：５０ │ 吉田体育館前

１４：００～１４：３０ │ 桧木内出張所前
１４：４０～１５：００ │ 久保生活改善センター前

１５：１０～１５：３０ │ 山口改善センター前

６月５日（金） 西木地区 西明寺

９：３０～ ９：４５ │ 潟野・十二峠部落会館前１ １
９：５５～１０：１５ │ 堂村部落会館前１

１０：２５～１１：００ │ 山崎部落会館前
１１：１０～１１：４０ │ 西荒井部落会館前
１３：００～１３：２０ │ かたくり館駐車場

１３：３０～１３：５０ │ 堀之内部落会館前
１４：００～１４：２０ │ 上門屋会館前

１４：３０～１５：１５ │ 西木公民館前

６月９日（火） 角館地区

９：００～ ９：５０ │ 旧角高グラウンド１ １
１０：００～１０：５０ │ 旧保健センター
１１：００～１１：５０ │ 金谷呉服店横
１３：００～１３：３０ │ 老人福祉センター前

１３：４０～１４：２０ │ 桜美町駐車場
１４：３０～１５：００ │ 中川集落センター前

１５：１０～１５：２５ │ 川崎文化振興会館前
１５：３５～１５：５０ │ 雫田児童館前

６月１０日（水） 角館地区

９：００～ ９：１５ │ 川下田部落会館前１ １
９：２５～ ９：４０ │ 鬼壁第一貯蓄会館前１ １

９：４５～１０：０５ │ 八割コミュニティセンター前１
１０：１５～１０：３５ │ 下延コミュニティセンター前
１０：４５～１１：０５ │ 雲然住民センター前

１１：１５～１１：３５ │ 雲沢集落センター前（田中）
１３：００～１３：２０ │ 下花園集会所前
１３：３０～１３：５０ │ 釣田部落会館前

１４：００～１４：３０ │ 白岩集落センター前
１４：４０～１５：００ │ 広久内林業会館前

１５：２０～１５：５０ │ 仙北農業共済組合北部連絡所
│ 駐車場１５：２０～１５：５０

■問合せ：
TEL（４３）３３０８仙北市環境防災課 生活環境係

TEL（４３）１１４７田沢湖地域センター 総合窓口課

TEL（４３）２２００西木地域センター 総合窓口課

平成２１年度

銃 砲 刀 剣 類 審 査 会

毎奇数月の１０日（当日が土・日・祝の場合はそ■審査会：
の直前日） ７／１０、９／１０、１１／１０、１／８、３／１０

９：００～１２：００■時間：

秋田県庁第二庁舎 ４階 高機能会議室■会場：
■手数料：

登録申請手数料 ６，３００円（刀剣類１振りにつき）

再交付申請手数料 ３，５００円（刀剣類１振りにつき）

秋田県教育庁生涯学習課 文化財保護室■問合せ：
銃砲刀剣類担当 進藤 （秋田市山王３丁目１－１）

ＴＥＬ０１８（８６０）５１９４ ＦＡＸ０１８（８６０）５８８６


