


Akita Prefecture 500 years olds baseball festival.
Our Field of dreams.
Baseball kid's spirit forever !
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大曲庁舎
大仙市大曲花園町１番１号
☎0187-63-1111

西仙北庁舎
大仙市刈和野字本町５番地
☎0187-75-1111

南外庁舎
大仙市南外字下袋218番地
☎0187-74-2111

大曲南庁舎
大仙市大曲日の出町２丁目８番４号
☎0187-66-4905

中仙庁舎
大仙市北長野字茶畑141番地
☎0187-56-2111

仙北庁舎
大仙市高梨字田茂木10番地
☎0187-63-3003

神岡庁舎
大仙市神宮寺字蓮沼16番地３
☎0187-72-2111

協和庁舎
大仙市協和境字野田４番地
☎018-892-2111

太田庁舎
大仙市太田町太田字新田田尻３番地４
☎0187-88-1111
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あて先はこちらまで
（住所不要）
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kouhou@city.daisen.akita.jp

　取材中、ブルーシートの上に豆が天日干しされてい
ました。以前はよく見かけた光景に思わずパチリ。祖
母が作ってくれた料理の味を思い出しました。

昔懐かしい
豆の天日干し

材　料

作り方

今回の料理の先生は

　　　　　 さん
（神岡地域・金葛）
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南外協和 O
ota

N
angai

K
yow

a

Senboku仙北太田

健康
  通信
乳幼児健診・基本健診　Health information /

KENKOU TSUSHIN
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今月の写真は
９月28日の
南外地域
４・７カ月児健診
からです！

中仙西仙北神岡O
m

agari

K
am

ioka

N
ishisenboku

N
akasen大曲
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情報交差点情

古代の塩づくりに迫る
ふるさと考古学セミナー

　秋田県沿岸の遺跡から発見され

た製塩土器や遺構から、古代の塩

づくりを探るセミナーです。

◆日時／10月21日（日）

午後１時～３時

◆会場／秋田県埋蔵文化財セン

ター（仙北地域）

◆定員／50人

◆参加費／無料

◆申込受付期限／10月19日（金）

【問い合わせ・申し込み】

秋田県埋蔵文化財センター

� 0187-69-3331まで

FAX0187-69-3330

大曲技術専門校の
スキルアップセミナー

　仕事をしている方を対象とした

無料の講習会です。

【PhotoshopCS講習】

◆日時／ 11 月７日（水）・８日

（木）の午前９時～午後４時

◆会場／大曲技術専門校

◆定員／10人

【問い合わせ・申し込み】

大曲技術専門校

� 0187-62-6321まで

FAX0187-62-3680

保護者のための公開講座
親ゼミナール

　医療現場から見た、ひきこもり

などの青少年（14歳～34歳くらい）

の心の状態を学ぶ公開講座です。

◆日時／11月４日（日）午後１時

～４時

◆会場／秋田県南部男女共同参画

センター（横手市神明町）

◆講師／長信田の森心療クリニッ

ク・水野淳一郎精神保健部長

【問い合わせ・申し込み】

県民文化政策課

� 018-860-1552

不登校を考える親の会あきた事務局

� 018-868-3854まで



冬の運動不足解消に
室内ソフトテニス教室

　室内ソフトテニス教室の参加者

を募集します。ラケットは無料で

貸し出しますので、お気軽にお越

しください。

◆対象／一般

◆期間／11月８日から３月27日

までの毎週木曜日

◆時間／午後１時～３時

◆会場／大曲体育館（大曲庁舎隣り）

◆参加費／5,000円（保険料含む）

【問い合わせ・申し込み】

スポーツ振興課

� 0187-63-1122まで

働きつづけたい
高年齢者雇用推進者講習

　70歳まで働ける企業の普及啓

発や退職金制度の改正などについ

ての講演会を行います。

◆日時／11月９日（金）

午後１時30分～４時30分

◆会場／グランドパレス川端

◆参加費／無料

◆申込受付期限／11月２日（金）

【問い合わせ・申し込み】

大曲雇用開発協会

（大仙市役所商工観光課内）

�0187-63-1111内線250まで

FAX0187-63-1119

あなたの力が国を守る
自衛官募集

　詳しい内容・申し込み方法につ

いては、お問い合わせください。

■２等陸・海・空士（男子）

受験資格／18歳以上27歳未満の方

申込受付期限／11月９日（金）

試験日／11月中旬

■自衛隊生徒

受験資格／中卒（見込み含む）で17

歳未満の方

申込受付期間／11月１日（木）か

ら平成20年１月８日（火）

試験日／20年１月12日（土）

【問い合わせ・申し込み】

自衛隊秋田地方連絡部

大仙募集事務所

� 0187-63-1313まで

高卒予定者と事業所が対象
全県合同就職面接会

　参加を希望する県内事業所は所

定の申込用紙（県ホームページから

ダウンロード可）で申し込みくださ

い。高校生については学校を通じ

て申し込みください。

◆対象／来春の高校卒業予定者と

県内事業所

◆日時／11月28日（水）午後１時

～４時（正午受け付け開始）

◆会場／秋田ビューホテル

◆申込受付期限／10月31日（水）

【問い合わせ・申し込み】

秋田県雇用労働政策課

� 018-860-2336まで

FAX018-860-3833

syokuan@mail2.pref.akita.jp

税務署からのお知らせです
税務相談の体制が変わります

　国税に関する相談は、11月１

日から「電話相談センター」でお

答えします。

　面接での相談を希望する場合

は、あらかじめ税務署に相談日の

予約を行い、関係書類を持参のう

え税務署までお越しください。

【問い合わせ】

大曲税務署

� 0187-62-2191まで

http://www.nta.go.jp

会社設立や相続手続きなど
行政書士無料相談会

　登録申請や遺言、相続など、さ

まざまな契約・届け出の相談をサ

ポートします。

◆日時／10月21日（日）午前10

時～午後３時

◆会場／ジャスコ中仙店

【問い合わせ】

秋田県行政書士会大仙支部

� 0187-63-6330まで

11月はこの地域です
電気設備定期調査

　東北電気保安協会では、各家庭

の電気設備を調査し、結果をお知

らせしています。

◆ 11月の調査対象／

上大蔵、野口

中野、下滝、田尻

【問い合わせ】

東北電気保安協会大曲事業所

� 0187-63-4940まで
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掛け軸の鑑賞会
心和む私の一品持ち寄り展

　みなさんから持ち寄っていただ

いた掛け軸を展示します。

◆期間／10月30日（火）から11

月４日（日）まで

◆時間／午前９時～午後３時

◆会場／道の駅なかせん

◆入場料／無料

【問い合わせ】

大仙市美術愛好会事務局

千葉さん�0187-57-2731まで

ご協力をお願いします
旧玉川橋歩道通行止め

　橋の解体工事に伴い旧玉川橋歩

道が11月３日（土）から来年秋頃ま

で通行止めになります。また解体

前にお別れ 式も予定しています。

■旧玉川橋お別れ式

日時／11月３日（土）午前10時30分～

会場／旧玉川橋

【問い合わせ】

国土交通省湯沢河川国道事務所

� 0183-73-5519まで

仙北まるごと
食と健康づくりの集い

　食育発表会や講演会、食事相

談、超簡単野菜料理コンクールな

ど、子どもから大人まで楽しめる

食育イベントです。

◆日時／10月27日（土）

午前11時～午後４時

◆会場／仙北ふれあい文化センター

【問い合わせ】

大仙保健所

� 0187-63-3403まで

生徒作品の販売展示など
テクノスクールフェア

　大曲技術専門校生の作品の展示

販売や各種イベントを行います。

ぜひお越しください。

◆日時／11月４日（日）午前10時

～午後３時

◆会場／大曲技術専門校

【問い合わせ】

大曲技術専門校

� 0187-62-2457まで

第30回東北地方道路
写真コンテスト入賞作品展

◆期間／10月26日（金）から28

日（日）まで

◆会場／秋田駅東西連絡自由通路

「ポポロード」

【問い合わせ】

秋田県道路課

� 018-860-2485まで

裁判員制度への理解を深める
裁判員フォーラム in 大仙

　裁判員制度へ理解を深めてもら

うため、映画「裁判員」の上映と

裁判官による裁判員制度の説明会

を行います。

◆日時／11月10日（土）午後１時

30分～４時

◆会場／大曲エンパイヤホテル

【問い合わせ・申し込み】

秋田地方裁判所大曲支部庶務課

� 0187-63-2033内線44まで

ダイオキシン問題を考える
第５回環境ミニ講座

　県認定の環境の達人「エコマイ

スター」によるミニ講座や講師を

招いた講演会を行います。

◆日時／10月28日（日）

午前10時～11時30分

◆会場／秋田県南部男女共同参画

センター（横手市神明町）

◆参加費／無料

【問い合わせ】

あきたエコマイスター県南協議会

� 0183-73-4119まで

イベント盛りだくさん
第27回角間川更生園祭

　模擬店や各種展示、利用者と職

員による合同音楽会を行います。

◆日時／11月３日（土）午前10時

～午後２時

◆会場／角間川更生園

【問い合わせ】

角間川更生園

� 0187-65-3676まで



温泉

合わせ】
策課３セク改善班
63-1111内線253まで

せん。

で購入できます。

に

温泉宿
泊割引

券各施設
で宿泊

、食事
をされ

た方に
配布


