◆仙南クラブの会員を募集しています
仙南クラブは、スポーツを通して体力の維持と健康づ
くりに努め、会員の親睦を図ることを目的に、平成12年
に結成されました。
主な活動としては、全県・郡市500歳野球大会への参加
です。
このたび新会員を募集することになりましたので、野
球が好きで、汗を流してからの一杯を楽しみにしている
方、どうぞご参加ください。
なお、500歳野球大会への出場資格は、昭和31年４月１
日以前に生まれた方となっていますが、若年者でも参加
できます。
Y仙南クラブ事務局 大坂 182−1407

◆秋田県青少年音楽コンクール
【ピアノ部門】
県南地区横手大会の参加者を募集します
日 時●９月４日
（日） 午後１時30分〜
会 場●ふれあいセンター
「かまくら館」
（横手市）
参加資格●県南在住者および県出身者で25歳以下の方
参加料●4,000円
申込方法●はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号を
明記のうえ、事務局に送付してください。
申込期限●７月30日
（土）
必着
Y県南地区横手大会事務局 金沢 廣治
〒013−0055 横手市朝日が丘4−10−5 10182−33−3618

◆
「第56回秋田県統計グラフコンクール」
の
作品を募集します
県では、統計に関する知識を広め、統計の表現技術を
高めるため、全県の小学生、中学生、高校生、大学生お
よび一般の方々から次のとおり作品を募集します。
部 門●・手書き統計グラフの部
・パソコン統計グラフの部
テーマ●自由
（ただし、小学生４年生以下は自分で観察・
調査した結果をグラフにしたものに限ります。）
用紙規格●Ｂ２版仕上げ
（72.8cm×51.5cm）
申込期限●９月２日
（金）
必着
その他●募集要項は役場
（六郷庁舎）
町長公室でお渡しし
ています。また、県のホームページにも掲載し
ています。
提出・Y県学術国際部 調査統計課
1018−860−1253 5018−860−1252
URL http://www.pref.akita.jp/tokei/top.htm

相

談

◆無料調停相談会を開きます
日 時●６月21日
（火） 午前10時〜午後３時
会 場●大曲簡易裁判所
内 容●土地、建物、サラ金など金銭のもめごと、
家庭内の問題全般
Y大曲調停協会 10187−63−2033
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「ふるさと競演 〜横手市 vs 美郷町〜」

美郷町はＮＨＫ秋田放送局、横手市と共催し、横手市民会館を会場にテレビ番組
「ふるさと競演」
の公開収録を
次のとおり実施します。美郷町民と横手市民の皆さんが、歌や踊りなどで地域の自慢などを紹介します。
観覧ご希望の方は次のとおりお申し込みください。
日 時●７月10日
（日） 開場／午後４時

開演／午後４時45分

会 場●横手市民会館
（横手市南町13番１号）
出 演●渥美 二郎さん、田川 寿美さん
美郷町・新生
「横手市」
の皆さん
入場料●無料
観覧申込●官製往復はがきの往信裏面に、郵便番号・住所・氏名・
電話番号を、返信用表面に郵便番号・住所・氏名を記入
してお申し込みください。
（１枚で１人）

渥美 二郎さん

田川 寿美さん

※応募多数の場合は、抽選のうえ入場整理券を送付します。
＜あて先＞〒010−8501 （住所不要） ＮＨＫ秋田放送局
「ふるさと競演」
係
申込期限●６月23日
（木）
必着
放送予定●ＮＨＫ総合テレビで放送予定
（放送日は未定）
主 催●ＮＨＫ秋田放送局
美郷町、新生
「横手市」
（横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内町、大雄村）
問い
合わせ

ＮＨＫ秋田放送局 1018−824−8100
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◆７月から
「えほんからはじめよう」
（ブックスタート事業）
がはじまります
町ではことしから、乳児健診
（７カ月健診）
の対象とな
る赤ちゃんに、健診会場で絵本を贈る
「えほんからはじめ
よう」
（ブックスタート事業）
を始めます。
この事業は、子どもの健やかな成長を応援する取り組
みとして、全国的に広まってきているものです。
なお、事業の内容については、
「広報美郷」
７月号で詳
しく紹介します。
Y学友館 184−4040

◆おはなしの会
「しゃぼんだま」
第3回おはなし広場を開きます
日 時●６月11日
（土） 午前10時〜11時
会 場●千畑交流センター１階 第一和室
内 容●絵本の読み語りや紙芝居のほか、折り紙でいろ
いろな物を作ったり、みんなで歌を歌ったりし
ます。
対 象●乳幼児〜小学生
（低学年）
程度
参加料●無料
その他●事前の申し込みは必要ありません。
どなたでもお気軽に参加してください。
Y千畑公民館 185−3270

＜男女雇用機会均等セミナー＞
日 時●６月16日
（木） 午後１時30分〜午後４時
会 場●ホテルメトロポリタン秋田
（秋田市）
内 容●経営戦略としての女性活躍推進など
Y秋田労働局雇用均等室 1018−862−6684

◆6月は
「外国人労働者問題啓発月間」
です
外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就
労の防止に、ご理解ご協力をお願いします。
また、外国人を雇用する事業主の方は、毎年６月１日
現在の外国人労働者の雇用状況を報告することになって
います。
Yハローワーク大曲 10187−63−0335

◆第35回全国お祭り川柳大会を開きます
川柳清水吟社
（六郷公民館）
では、熊野神社祭典の風物
詩でもある誌上川柳大会を次のとおり開きます。
題 ●美郷町誕生にちなみ
「郷」
選 者●西山 金悦
（青森県） 鈴木 星児
（岩手県）
黒澤かかし
（山形県） 安田和楽志
（福島県）
佐藤 勝見
（秋田県） 長谷川酔月
（秋田県）
賞 ●20位まで楯とメダル。副賞として、５位まで秋
田のお米30kgから５kgを進呈。
応募方法●便せんなどの用紙に２句を１組とし記載し、
1,000円分の定額小為替を同封して郵送してく
ださい。１人何組でも応募できます。
応募先●〒019−1541 美郷町土崎字上野乙１−65
第35回全国お祭り川柳大会事務局
応募期限●８月５日
（金）
必着
Y全国お祭り川柳大会事務局 185−3055

募

◆
「わくわく町たんけん」
にご協力ください
六郷小学校の児童グループが、町内の散策や施設を訪
問する
「わくわく町たんけん」
を行います。
町内で活動中の児童を見かけましたら、児童が安全に
活動できるよう町民の皆さんのご協力をお願いします。
日 時●６月14日
（火） 午前９時〜正午
（雨天の場合は翌日に行います）
活動地域●六郷地域
Y六郷小学校 184−1009

◆6月は
「男女共同参画推進月間」
です
男性も女性も、互いにその人権を尊重しつつ責任も分
かち合い、性別にかかわりなくお互いの個性と能力を発
揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、
県では６月を
「男女共同参画推進月間」
としています。
美郷町では今年度、
「男女共同参画推進計画」
を策定す
る予定です。

◆6月は
「男女雇用機会均等月間」
です
性別によらない、個々の人の意欲・能力が発揮できる
職場づくりについて考えてみませんか。
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◆美郷町野球連盟杯争奪野球大会の
出場チームを募集しています
美郷町野球連盟では、連盟杯争奪野球大会への出場
チームを次のとおり募集しています。
期 日●６月19日
（日）
、26日
（日）
※予備日 ７月３日
（日）
会 場●千畑社体球場、六郷野球場など
（予定）
参加資格●次の条件を満たすチームであること。
①美郷町内居住者もしくは町内企業及び官公庁等に勤
務する者で構成されたチームで、他の出場チームと
登録が重複しないこと。
②町野球連盟に登録し、登録料1,000円及び参加料
5,500円を納入したチーム。
（抽選会の前に登録する
と参加できます。）
※抽選後に棄権した場合、登録料および参加料は返
金しません。
組合せ抽選会●６月13日
（月） 午後７時〜
抽選会場●千畑公民館
（旧千畑北公民館・千屋郵便局となり）
Y町野球連盟 理事長 高橋 基 1090−7931−4480

