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№８８平成２１年６月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市立田沢湖病院からのお知らせ

◎内科及び循環器内科外来応援診療のお知らせ

５月から第１及び第３水曜日の午前中、市立■内科：

大森病院の先生方のご協力により内科の診療を行って

おります。

６月より第１、第３及び第５月曜日の■循環器内科：

午前中、男鹿みなと市民病院の櫻田徹先生が来

院して、循環器内科の診療を行ないます。

ＴＥＬ（４３）１１３１■問合せ：市立田沢湖病院

仙北市都市計画マスタープラン」「
を策定しました

都市計画マスタープランとは、「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」を示すもので、まちづくりの将来

目標や土地利用、都市施設の整備方針等を明らかに

するとともに、地域ごとのまちづくりの方針や実現に向

けての推進方策を定めるものです。

仙北市のホームページで公開しておりますので、ご

覧ください。

ＴＥＬ（４３）２２９５■問合せ：仙北市建設部 都市整備課

クマ！ 出没警報！
熊が宅地や畑に出没！
お年寄りや子供には、十分注意。

！生ゴミ、残飯等の管理を徹底

■問合せ：

TEL（４３）２２０７仙北市農林課

TEL（４３）３３０５角館地域センター 総合窓口課

TEL（４３）１１１５田沢湖地域センター総合窓口課

仙北市
平成２１年度

仙北市水防訓練のお知らせ

仙北市・仙北市消防団では、河川の越水・法面崩壊

等を想定した水防訓練を行います。多くの方のご見学、

ご声援をお待ちしております。

６月１４日（日） 準備作業 午前８時２０分■日時：

開 会 式 午前８時４５分

工法開始 午前９時００分

角館町桧木内川河川公園（内川橋下流左岸）■場所：

土のう積み工・川倉工・木流し工・シート張り工■実施工法：

合計４隊■作業隊：

第５分団（西明寺地区）・第６分団（桧木内、上桧木内地

区）・第７分団（角館地区）・第８分団（白岩地区）

仙北市環境防災課 交通防災係■問合せ：

TEL（４３）３３０８

平成２１年度

地籍調査事業についてのお知らせとお願い

仙北市（角館地区）では、平成４年度から土地の基本

となる地籍調査事業を実施しています。地籍とは、一筆

ごとの地番・地目・面積・所有者・権利関係を記録したも

ので、人の戸籍にあたるものです。

これまでの土地の基本となる土地台帳や地図は、明

治時代に作成されたものでありますが、当時は測量技

術があまり発達していなかったことなどから、実際の土

地に比べて大きさや形が異なっている所なども数多くあ

り、境界紛争の原因にもなっていました。

この地籍調査事業で、みなさんの所有している土地

（宅地・田・畑・山林・原野など）の正確な地図や台帳を

作ることにより、災害などで境界が不明になっても容易

に復元することが出来たり、境界紛争等のトラブル防止

になるなど、市民のみなさんにも多くの利点があります

ので、次の調査計画区域に土地を所有されている皆様

方のご協力をお願いいたします。

仙北市角館町■平成２１年度調査計画区域：

西長野野田の一部

６月３０日から８月４日■調査実施期間：

※関係者の方々には事前にご通知いたします。

仙北市管財課 国土調査担当■問合せ先：

ＴＥＬ（４３）３３８５（角館中町庁舎）
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６月は男女共同参画推進月間です

男女共同参画推進月間に合わせ、「ハーモニーフェスタ

２００９」を開催します。

内陸線を貸し切っての「黄色い旗応援団啓発活動」や

「園児によるハーモニーソングダンス」、男女共同参画「善

ババ劇場」などを楽しみながら、男女共同参画やワーク・ラ

イフ・バランスについて理解を深めてみませんか。

６月２７日（土） １２：４０～１５：３０■日時：

内陸縦貫鉄道内、北秋田市阿仁公民館■開催場所：

（ふるさと文化センター）

秋田県生活環境文化部男女共同参画課■問合せ：

ＴＥＬ０１８（８６０）１５５８

呼吸法によるリラックス教室のお誘い

呼吸法を中心にゆっくりとからだを

動かし、「こころ」と「からだ」が楽にな

ります。

心地よい時間を一緒に過ごし

ませんか。

毎週火曜日■開催日時：

１３：３０～１５：３０
田沢湖健康増進センター■場所：

地域交流プラザ

（会場の関係で日程が変更になることがあります）

バスタオル■持ちもの：

進藤■申込：ＴＥＬ０９０（２９８５）１５７６

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方々は、大

切な人だからこそ様々な悩みを抱えていることが多いと思

います。 「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続けれ
ばいいのか」など、その思いは深く複雑な思いではないで

しょうか。

一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じような経

験をしている者どうしで、自由に話すと楽になります。
皆様の参加をお待ちしています。

６月８日（月）・７月１３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の情報交換■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:

仙北市包括支援センター（西木庁舎内）■問合せ:

ＴＥＬ（４３）２２８３

いきいきママのマネー節約講座

秋田市のカリスマ節約主婦が、幸せ生活のための節約

講座を開催します。３ヶ月で１０万円ためる方法伝授。

子育て中の方大歓迎。

６月２４日（水）■日時：

１６：００～１７：３０

鎌田なお子さん■講師：

（主婦、ＮＰＯいきいきＦネット秋田 理事）

西木公民館■会場：

あります。申込みの際にお知らせください。■託児：

６月１８日（木）まで西木公民館へ■申込み等：

ＴＥＬ（４７）３１００

生保内小学校からのお願い

生保内小学校では子どもたちの教育活動に少しでも役

立てたいとＰＴＡが中心となり、「古紙・アルミ缶」並びに「イ

ンクカートリッジ・トナー」の回収運動を行っております。

プール横のプレハブ小屋に搬入ください。「古紙・アルミ缶」

（時間は午前７時～午後５時まで、管理上休日は施錠して

おります）

学校に持参してください。「インクカートリッジ・トナー」

また、子どもたちも環境を守る運動をしようと「プルタブ」

「ペットボトルキャップ」の回収を児童会・６年生が中心とな

って取り組んでおります。

…… 市の回収ルールと同じ方法にて○古紙について

お願いします。

…… ボトル缶のキャップははずして○アルミ缶について

ください。洗ってください。

…… キャノン、エプソンに限ります。○カートリッジ、トナー

※地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

TEL（４３）０２４３■問合せ：生保内小学校 教頭 西村まで

昼のチャイムで「若葉」を放送します
～田沢湖地区防災行政無線～

田沢湖地区防災行政無線の昼のチャイムが、６月１

日から６月３０日まで、「ローレライ」から「若葉」（メロデ

ィーチャイム）に変わります。「若葉」は、学校音楽の作

曲や指導者として知られる、田沢湖神代出身の作曲家

平岡均之 氏作曲の文科省唱歌です。
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高齢者世帯の皆さんへ

今年度、仙北市と仙北市社会福

祉協議会では、高齢者の見守りや

地域福祉活動の一環として、６５歳

以上の高齢者だけで暮らす世帯

へ、火災警報器の設置を進める事

業を計画しています。

今後、事業の詳細が決まりましたら、市や社会福祉協

議会の広報誌などでお知らせします。

ＴＥＬ（４３）２２８１■問合せ：仙北市長寿子育て課

ＴＥＬ（５２）１６２４仙北市社会福祉協議会

写 真 展 示 会

郷土の自然、風俗の写真を展示しておりますので是

非ご覧ください。

６月１８日（木）～２２日（月） ９時～１７時■日時：

田沢湖観光情報センター『フォレイク』■会場：

（ＪＲ田沢湖駅内）

田沢湖芸術文化協会写真部■主催：

田沢湖公民館■後援：

ＴＥＬ（４３）０７８２■問合せ：難波和夫

春季農業用廃プラスチック回収日について

ダイオキシンの発生など大きな社会問題となっている農業用廃ビニールを次により一括回収します。

回収日 回収時間 回収場所 連絡先（TEL）

（５４）３１５４６月１７日（水） ９：００～１１：００ JA角館支店前

（４４）３１２１
６月１８日（木）

９：００～１１：００ JA田沢湖営農センター前

（４３）１５２１９：００～１０：３０ JA田沢湖駅前支店前

（４７）３１１５
６月１９日（金）

９：００～１１：００ JA西木営農センター前

（４８）２２１１９：００～１０：３０ JA桧木内支店前

※最寄りの回収場所にお越しください。

①ビニール類 ②マルチ用等ポリ類 ③肥料袋 ④シート類■回収する廃プラの種類：

１㎏当たり ３５円■金額：

TEL（４３）２２０６■問合せ：上記連絡先、または仙北市農林課

※申込用紙を各営農センターに まで届けてください。６月１２日（金）

農業用廃プラスチック処理申込書兼委託契約書

平成２１年６月 日

JA秋田おばこ各営農センター行き

印氏名 ○

住所

電話

■申込数量 約 ㎏（ 束）

！！印鑑を忘れずに

キリトリ【届出先・各営農センター】
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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

①０５０４１－４４９３９１②ホームヘルパー(常雇)パー◆

ト労働者③不問④８００～８００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ホームヘルパー２級 ①０５０４１－４５０７◆

９１②デイサービス介護員(常雇)パート労働者③不問

④８００～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ホ

ームヘルパー２級 ①０５０４１－４５１８９１②接客サ◆

ービス係「花心亭しらはま」常雇（正社員）③不問④１４

５，０００～２４０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１－４５２２９１②フロント業務及び事務◆

（常雇）正社員③不問④１３８，０００～１６５，０００⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－４５３５９１◆

②接客配膳係（常雇）パート労働者③不問④８００～８

００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－４５４１９１②看護師◆

（常雇）正社員③不問④１３５，０００～１５７，０００⑤仙

北市⑥看護師 准看護師 ①０５０４１－４５５０９１②◆

施設維持管理業務（常雇）正社員③不問④１３０，０００

～２５０，０００⑤仙北市⑥土木施工管理技士１級 土

木施工管理技士２級

※平成２１年５月１５日～５月２１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

！！俳 画 展 へ ど う ぞ

◇ 第６回 角館教室俳画展開催 ◇

季節の移ろいを感じる身近な題材を描きました。

皆さま、お気軽にお越しください。お待ちしております。

６月１８日（木）～２０日（土）■期日：

９：３０～１６：３０ ※最終日は１５：００まで■時間：

西宮家「前蔵」 角館町田町上丁１１－１■場所：

ＴＥＬ（５３）２６８４■問合せ：草彅良子

夏休みジュニアロースクール

「憲法」の教材を用いて授業を行います。例えば「み

んなで決めて良いこと悪いこと」などのように、立憲民

主制の本質をわかりやすい言葉と概念で教え、生徒に

議論させることで、憲法についての理解を深める内容

になっています。

７月３１日（金）１０：３０～１６：００■日時：

秋田弁護士会（秋田市山王六丁目２－７）■会場：

秋田県内在住の中学生・教員■対象：

中学生２４名・教員１０名■定員：

無料■受講料：

７月１７（金）■締切：

秋田弁護士会事務局■申込・問合せ：

ＴＥＬ０１８（８６２）３７７０

ゲートボール会員募集について

新しい会員を募集します。ゲートボールは

楽しくて健康にも最適です。ぜひお友達

お誘い合わせの上おいでください。

（事前申込は不要）

練習は、免許資格者がそれぞれ指導に当ります。

７月１１日（土）、１２日（日）の２日間■練習日時：

午前９：３０～１２：００

※９時に駅から花葉館までのシャトルバス（無料）が

出ますのでご利用ください。途中乗車も出来ます。

花葉館ゲートボール場（コート）■会場：

無料（どなた様でも参加できます）■会費：

角館町ゲートボール協会事務局（花葉館内）■問合せ：

TEL（５５）５８８８佐々木厚

TEL（５３）２６０７黒沢セツ

水曜朝市及び地産地消市のお知らせ

季節の野菜や山菜、漬物、花、餅菓子、寿司などを

そろえてお待ちしてます。ぜひ、お越しください。

６月３日（水）より毎週水曜日 ９時～１１時■水曜朝市：

６月６日（土）より毎週土日 ９時～１４時■地産地消市：

どちらも立町ポケットパークにて■場所：

TEL（５３）２１１５■問合せ：かくのだて「根っこの会」


