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№９８-１平成２１年１１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

公の施設の指定管理者を募集します

かたまえ山森林公園等の指定管理者を再募集します

このたび、応募の取り下げにより候補者の選定に至らなか

ったことから、指定管理者を再募集することとしましたのでお

知らせします。

応募を希望される法人その他の団体の皆さまのご連絡を

お待ちしております。

＜かたまえ山森林公園＞

＜西木山の幸資料館＞

西木町西明寺字潟尻＜西木森林学習交流館＞

【一括募集】

平成２２年４月１日から３年間■指定期間：

秋田県内に主たる事業所を有する法人その他の団体■参加資格：

１１月２０日(金)まで■募集要項配布：

１１月１６日(月)～１１月２０日(金)■質問受付：

１１月１８日(水)■現地説明会：

１１月２４日(火)～１１月３０日(月)■申請書提出：

ＴＥＬ（４３）２２０７■担当課：産業観光部農林課

夕暮れ時からの交通事故防止

例年、１０月下旬から１２月上旬にかけて交通事故が多

発し、特に、夕暮れ時から夜間にかけて、高齢歩行者や
自転車利用者の交通弱者が被害にあっています。

ドライバーの皆さんは早めのライト点灯と上向き（ハイビー

ム）の励行を、夜間歩行者の方は、夜光反射材の活用と明る

い服装の着用、正しい道路の横断に心掛けましょう。

仙北警察署■担当：

仙北市交通安全対策協議会
仙北地区交通安全協会

仙北市
「医療と健康を考える集い」第５回

「認知症」よく耳にする病気ですが、自分には関係ない、一

部の高齢者の病気･･･と思う人も多いと思います。

しかし、高齢化に伴って、患者数は年々増加し、今後もさら
に増える見込みです。

友人や家族、そして･･･いつか自分自身に振りかかってくる

かも知れない「認知症」という病気について、一緒に考えてみ
ませんか？多数のご参加お待ちしています。

１１月２１日（土） １４：００～１６：００■日時:

※入場無料

角館樺細工伝承館■場所:
※お車でおいでの方は「桜並木駐車場」をご利用ください。

「もっと知ろう認知症」■講演:
市立角館総合病院■講師:
神経精神科科長 佐々木道基 先生

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

脳卒中予防月間脳ドック

１０月１日号のお知らせナビで募集しました「脳卒中予防月

間脳ドック」は好評により申込を締切りましたが、希望者が多

かったため追加募集することにいたしました。

前回申込出来なかった方は、この機会を是非ご利用ください。

※今回の申込分は平成２２年１月６日以降の水・金曜日が

検査日になります。

脳ドック検査内容

血液検査・心電図・脳画像診断

１０，０００円■料金：

５０名■募集人数：
水・金曜日になります。■検査日：

当日は午後２時まで当院フロントにお越しください。

市立角館総合病院 医事課■申込・問合せ：

TEL（５４）２１１１

併用林道の改良工事について

秋田森林管理署が事業主体となって、下記林道の

改良工事を行います。工事期間中はご不便をお掛けし

ますが、ご協力をお願いします。

林道大石線、林道小波内線、林道浦子内線■林道名：

（西木町地内です）

平成２２年２月まで■工事期間：

TEL（４３）２２０７■問合せ：仙北市農林課林務係

早めのライト点灯を！
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あきた県民手帳の販売開始について

県調査統計課編集の「２０１０年版あきた県民手帳」

を販売開始いたします。

１１月初めより■発行時期：

５００円■販売価格：

県内各書店・コンビニ■販売場所：

秋田県学術国際部調査統計課■問合せ：

０１８８６０ ５１／ＦＡＸ０１８８６０ ５２TEL （ ）１２ （ ）１２

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。

１１月９日（月）■日時:

１０：００～１１：３０

西木総合開発センター■場所:

認知症の介護についてのお互い話し合う■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

ヘルスサポーター参加者募集

ヘルスサポーターとは、「自分の身体状況や生活ス

タイルを見直し、健康づくりを実践して、自分の健康を
達成させる人」をいいます。

講習会を受講し修了され、認定を受けた方には登録

証を差し上げます。

１２月１５日（火） １０：００～１５：００■日時・場所：

（受付９：４５～）

角館健康管理センター■場所:

食生活改善推進員によるメタボリック症候群に■内容：

関する講話と調理実習、軽い運動など

３０名■定員：

エプロン、三角巾、筆記用具、タオル（運動で使います）■持ち物：

（軽い運動を行ないますので動きやすい格好でおいでください）

１１月２７日（金）■申込締切：

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

仙北市介護保険地域支援事業

「いきいき元気アップ教室」のお知らせ

仙北市包括支援センターでは年齢を重ねても、いきいき元

気に過ごしていただくため「気功」による健康法の教室を計画

しました。

ゆったりとした優しい運動と自然な呼吸法で心身のりラック

スができ、活力と自然治癒力がよみがえってきます。

身体の不具合を感じている方でも、どなたでも大丈夫です。

大いに参加ください。

６５歳以上の方であればどなたでも参加できます■対象者：

１１月１３日（金）～１２月２５日（金） 全７回■日時：
毎週金曜日 １０：００～１１：３０

（１回でも、途中からの参加もできます）

「気功」による健康法■内容：
先着２０名■定員：

■実施場所：

仙北市角館交流センター（和室）

タオル１枚ずつ・■準備するもの：
動きやすい服装でお出でください。

１１月６日（金）・電話で申し込みください■申込締切：

荒木田知子 氏■講師：
仙北市西木町上荒井字古堀田４７■申込先・問合せ：

仙北市包括支援センター

ＴＥＬ（４３）２２８３／ＦＡＸ（４７）２１１６

元気のある地域づくり活動を応援します

【元気あきた資金】講演会・学習会等開催支援

県では地域づくり活動を行う団体を支援する助成金

事業を行っています。原則２２年１月１日（金）以降に開

始する事業が対象です。詳細は問い合わせください。

事業費の４／５以内で上限２０万円■限度額：

仙北地域振興局では、自主的・主体的に地域づくりに

取り組んでいる団体・個人を募集しています。応募いただ

いた中から選考のうえ受賞者を決定し、表彰いたします。

大仙市、仙北市及び美郷町にある団体・■募集対象：
個人で次の要件を満たすもの。

①地域において地域のための活動に継続的に取り組

んでいること。

②その活動が、今後も地域で広がることが見込まれる
とともに、他の模範となっていること。

表彰を受けようとする団体・個人は、推薦■募集方法：

調書を仙北地域振興局に提出してください（他薦も可）。

１１月３０日（月）■申込期限：

県仙北地域振興局 地域企画課 企画振興班■問合せ：

０１８７６３５１１４TEL （ ）
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市 営 住 宅 入 居 者 募 集

１１月２日（月）～２４日（火）■募集期間：

■募集住宅：

住 宅 名 住 所 規 格 階 数 月 額 家 賃 月額駐車料金

田中住宅１５ 角館町雲然田中３０８－２ 一戸建 平屋建 ２ １００円から 駐車場なし,
（築４７年） ２Ｋ （所得額による）

岩瀬住宅７－４ 角館町西下タ野２８ 六軒長屋 ２階建 ７ ７００円から 駐車場なし,
（築３７年） ２ＬＫ （所得額による）

菅沢住宅６－８５ 角館町菅沢４６－１ 集合住宅 ３階建の １６,３００円から 駐車場なし

（築２９年） ３ＤＫ １階部分 （所得額による）

菅沢住宅６－８７ 角館町菅沢４６－１ 集合住宅 ３階建の １６,３００円から 駐車場なし

（築２９年） ３ＤＫ ２階部分 （所得額による）

※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金の納付、連帯保証人が必要となります。

※菅沢住宅の暖房器具は、屋外給排気式（ＦＦ式等）又は電気ストーブを使用していただきます。

※申込は１世帯１戸限りです。

※田中住宅については一度部屋の現況を見てもらいますので、申込前に必ず都市整備課へご連絡ください。

次の①～⑤の条件にすべてあてはまること。■入居資格：

①現に同居し、又は同居しようとする親族があること。（婚姻の予約者を含む）

②月額所得が１５８,０００円以下であること。但し、小学校就学前の子供がいる世帯は２１４,０００円以下であること。

③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

④市税を滞納していない者であること。

⑤暴力団員でないこと。

※昭和３１年４月１日以前に生まれた方は単身入居可能です。

※市外在住の方でも入居可能です。

※不明な点がありましたら事前に都市整備課へご連絡ください。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添えて、募集期間内に提出してください。（当日必着）■申込方法：

【提出先及び申込書設置場所】

西木庁舎 都市整備課、田沢湖地域センター 地域振興班、角館地域センター 地域振興班

【添付書類】

①入居希望者の世帯の住民票謄本１通（省略事項のないもの・婚姻予定者等は各１通）

②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除く）※複数人が入居希望の場合は、市県民税世帯証明書１通

③入居希望者全員の納税証明書各１通（学生は除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開抽選（申込人によるくじ引き）を行います。■選考方法：

【抽選日時】１２月２日（水）午前１０時 【抽選場所】西木庁舎 開発センター２階 農林研修室

１２月９日（水）から入居可能です。■入居時期：

TEL（４３）２２９５ FAX（４７）２１６６■問合せ先：仙北市都市整備課 住宅公園係
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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 ８４３１９１②フロント補助 常雇 登録◆ -

型派遣パート③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ８４４０９１②荷物の発着 電話応対◆ -

郵便一般 臨時４ヶ月以上 正社員以外③不問④１

１６，１６０～１１６，１６０⑤仙北市⑥普通自動車免

許一種 ①０５０４１ ８４６６９１②接客店員 常雇◆ -

パート労働者③不問④８００～１，０００⑤大仙市⑥

不問 ①０５０４１ ８４７９９１②フロント係 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 ８４８４９１②レス◆ -

トランサービス 臨時４ヶ月以上 正社員以外③不問

④１４０，８００～１４０，８００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１ ８４９７９１②一般事務員◆ -

臨時４ヶ月以上正社員以外③不問④１７６，０００～

１７６，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０◆

５０４１ ８５０５９１②ランドリー係 臨時４ヶ月以上正-

社員以外③不問④１３２，０００～１３２，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８５１１９１◆ -

②荷物郵便等の集荷配達 臨時４ヶ月以上 正社員

以外③不問④１３０，０００～１３０，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０４１ ８５２０９１②介◆ -

護員（ヘルパー２級以上）常雇 正社員以外③不問

④１３３，０００～１４１，８００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ホームヘルパー２級 ①０５０４１ ８５３３◆ -

９１②森林作業員 常雇 正社員③不問④１６８，００

◆０～２６４，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ ８５７７９１②ＷＥＢデザイナー（急募）常-

雇正社員③不問④１１７，６００～１７０，０００⑤仙北

市⑥不問 ①０５０４１ ８５８８９１②花き販売員 常◆ -

雇 パート労働者③不問④６５０～７００⑤仙北市⑥

-普通自動車免許一種（ＡＴ限定不可） ①４００１０◆

３４２６５１９１②調理員 臨時（ ヶ月以上）パート労4

働者③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５◆

０４１ ６８５９９１②飼育作業員 常雇 正社員③不問-

④１２１，０３０～１２１，０３０⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種

※平成２１年１０月１６日～１０月２２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

第２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：
１１月１８日（水）、１９日（木）、２５日（水）、２６日（木）■日時：

午後１時～４時

＜ワードでつくる年賀状＞（２日間）

パソコン基本操作をおおよそ習得している方■対象：

１２月２日（水）、３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）

テキスト代（基本操作：６００円 ワード：３００円）■費用：

各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９（土・日・祝日を除く）

たざわ湖スキー場 お得情報

リフト一日券＆６時間券１０枚セット前売り販売いたし

ます。

１２月１７日（木）まで■販売日：

田沢湖観光情報センター「フォレイク」■販売場所：

仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」

■シーズン券料金：

種 別 定 価（円） 販売価格（円）

一日券 ３８，０００ ２８，０００

６時間券 ４０，０００ ３４，０００

※たざわ湖スキー場オープン予定日１２月１８日（金）です。

ＴＥＬ（４６）２０１１■問合せ：たざわ湖スキー場
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№９８-２平成２１年１１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市立角館総合病院職員追加募集案内

※受験申込は、１１月３０日（月）まで

募集する職種及び採用予定人員◆

【新卒者又は経験者】・・・１名◇臨床工学技士

【新卒者又は経験者】・・・１名◇臨床検査技師

【新卒者又は経験者】・・・１名◇作業療法士

【新卒者又は経験者】・・・１名◇診療放射線技師

受験資格（年齢要件）◆

＝新卒者：平成２２年３月卒業見込の◇臨床工学技士

学生で、免許取得見込みの者

経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の

者で、現に臨床工学技士免許を有し、医療機関等

にて臨床工学技士業務の経験がある者

＝新卒者：平成２２年３月卒業見込の◇臨床検査技師

学生で、免許取得見込みの者

経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の

者で、現に臨床検査技師免許を有し、医療機関等

にて臨床検査技師業務の経験がある者

＝新卒者：平成２２年３月卒業見込の◇作業療法士

学生で、免許取得見込みの者

経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の

者で、現に作業療法士免許を有し、医療機関等に

て作業療法士業務の経験がある者

＝新卒者：平成２２年３月卒業見込◇診療放射線技師

の学生で、免許取得見込みの者

経験者：平成２１年１０月１日現在、満３０歳以下の

者で、現に診療放射線技師免許を有し、医療機関

等にて診療放射線技師業務の経験がある者

※いずれも欠格事項ありますのでお問合せください。

試験方法◆

試験は作文試験、面接試験、身体検査を行います

試験日時と場所◆

１２月７日（月）午後１時受付開始▽日時：

市立角館総合病院 会議室▽場所：

仙北市

受験手続き◆

申込用紙は、市立角館総合病▽申込用紙の請求：

院総務企画課まで請求してください。

郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試

験申込用紙請求」と朱書きし、宛名を明記して

１４０円切手を貼った返信用封筒（角２サイズ）を必

ず同封してください。

申込書に所要事項を全部記載し、受験▽申込手続：

票には最近撮影した上半身、脱帽、正面向、縦４

㌢×横３ ５㌢の写真を貼って、市立角館総合病院.
総務企画課宛に提出してください。郵送の場合は

「職員採用試験申込」と朱書し、宛名を明記して

８０円切手を貼った長形３号サイズの受験票返信

用封筒を必ず同封してください。また、受験票返送

用封筒を同封していない場合は、受験票を返送し

ませんのでご注意願います。

▽提出書類等：

○申込書１部（所定の申込書使用）

○履歴書１部（当病院仕様用紙）

○健康診断書１部（当病院仕様用紙）

※受験料は不要です。

受験申込受付期間◆

平成２１年１０月１５日（木）～１１月３０日（月）必着

（土曜日・日曜日を除く平日午前８時３０分から午後

５時までです）

採用予定年月日◆

平成２２年４月１日以降平成２３年３月３１日まで

なお診療放射線技師については、平成２２年１月１日

以降平成２３年３月３１日までになります。

◆問合せ（受験申込）

市立角館総合病院 総務企画課

〒０１４－０３９４

仙北市角館町上野１８番地

TEL（５４）２１１１／ＦＡＸ（５４）２７１５

（10/15再掲）

市立角館総合病院からのお知らせ
＜ 皮 膚 科 診 察 日 変 更 ＞

１１月より皮膚科の診察日が毎週火曜日と金曜日に
変更になりますのでお知らせいたします。

お間違えのないようご来院ください。（受付は午前１１

時までです）

ＴＥＬ（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院
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新型インフルエンザ対策セミナー

新型インフルエンザ感染対策に関するセミナーを開催いた

します。関係者の皆様、どうぞ振るってご参加ください。

１１月１４日（土）１４：００～１５：３０■日時：
角館広域交流センター（ ）■会場： TEL（５４）１００３

「新型インフルエンザ対策ガイド」■演題：

大阪大学医学部附属病院 感染制御部■講師：
朝野 和典 教授

医師その他医療関係者、介護施設、学校などの■対象：

感染対策担当者

市立角館総合病院■主催：
仙北市医療協議会■後援：

市立角館総合病院 総務企画課■問合せ：

TEL（５４）２１１１

骨コツ教室開催のお知らせ

～骨粗しょう症予防教室～

「骨粗しょう症」ひと昔前までは、一種の骨の老化現
象としかとらえられていませんでしたが、今はその予防
法や治療法が進歩しています。
「人生７０年や８０年は当たり前」と

いわれる現代、できるだけ骨が弱るの
を食い止め、いつまでも若々しく活動
的でいられるためにはどうしたらよいの
か、一緒に学んでみませんか。

■日程及び場所：
１１月１３日（金） 仙北市健康管理センター（角館）
１１月１８日（水） 仙北市田沢湖健康増進センター

１３：３０～１４：００（終了予定１５：００頃）■受付時間：
講話「検査結果の見方と骨を丈夫にするコツ」■内容：
講師：秋田県総合保健事業団医師

浜出直人 先生
１１月６日（金）まで■申込締切：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課
（１０／１５再掲）

い つ で も 、 雪 遊 び ！
たざわ湖シェアーズクラブへ協力のお願い

たざわ湖スキー場では、秋田県スキー連盟、秋田県スキー
場協会と連携を取りながらスノースポーツが手軽にできる環
境整備を行っています。
その一環として、たざわ湖シェアーズクラブを設立しました。
みなさんのところで使用されていない、特に、子供用のスノ

ースポーツ用具がございましたら無償提供していただけない
でしょうか！
１年目の今シーズンは、協力者の皆様から無償提供いただ

いた用具を活用し、子供たちにスノースポーツのきっかけと機
会提供のため親子会員を募集します。

たざわ湖シェアーズクラブ事務局 千葉、勝田■問合せ：

TEL（４６）２０１１たざわ湖スキー場
TEL（４６）２００１または 田沢湖スポーツセンター

♪ ピアノコンサート～奇跡の音色～
＜神代小学校みんなの登校日＞

地域の皆様や保護者の方々に学校へ来ていただく「みん

なの登校日」に併せ、旧小松小学校から引き継いだ古いピア
ノのコンサートを開催します。

傷だらけの外観を修理する前の美しい音色をぜひお聞きく

ださい。皆様の多数のご来場をお待ちしています。

１１月８日（日）■日時：

午前１０：４０開演

神代小学校体育館■会場：
わかば、里の秋、エリーゼの為に、小犬のワルツほか■曲目：

丸山ちはる（ｐｆ）、佐々木達哉（ｄｒ）、羽崎勝宣（ｗｂ）■出演：

倉持千恵子（ｐｆ）、安藤満里（ｃｌａ）
※入場無料、申し込み等も不要です。お気軽においでください。

Ｏｔｏを楽しむ会／古きピアノに樺のアート・■問合せ：

ＴＥＬ（５４）２６５８プロジェクト 代表 安藤満里
（１０／１５再掲）

全国縄綯競技大会参加者募集中！！
な わ な い

第６回目を迎える本大会は、今回県の支援を受け全
国大会にスケールアップ。豪華賞品を準備し皆様の参
加をお待ちしています。

１１月８日（日） １０：００競技開始■日時：

角館温泉 花葉館■会場：

一人５００円（温泉入浴可）■参加費：
時間内に綯う縄の長さを競います■競技内容：

■種目：

１．個人競技（１０分間で長さを競う）
２．団体競技（男女組合せ３人１組、１人５分間で長さを競う）

※ワラは事務局で準備します。

参加者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を■参加申込：

１１月５日（木）まで つぎへ
TEL０９０（７７９２）５６２０・平成縄綯塾 菅原誠晃

TEL（５５）５８８８・角館温泉 花葉館

【お知らせ】

縄綯出前講座を実施します。（講師、ワラ等の材料を

準備し、ご希望の地域に出張します）
・正月用しめ飾りづくり（１２月１０日まで）

・神社等のしめ縄づくり（来年３月１０日まで）

平成縄綯塾 菅原誠晃■申込・問合せ：

TEL０９０（７７９２）５６２０
（１０／１５再掲）

あ っ た か 鍋 祭 り

きりたんぽ鍋、山の芋鍋、豚汁、だまこもち鍋など、各種
お鍋を準備し、皆さんのお越しをお待ちしています。

１１月１５日（日）１１：００～１５：００■日時：
※この日に物産館は閉館します。来年は、４月第２土曜日
のオープン予定です。

TEL（４７）２２０５■会場・問合せ：むらっこ物産館


