相 談

◆潜在マンパワー講習会を開きます
介護福祉士またはホームヘルパー養成研修２級課程修
了以上の方で、都合により一度仕事を離れた方やこれか
ら介護の仕事に就職を希望する方を対象に講習会を開き
ます。
最新の介護技術や知識を習得することにより安心して
介護職場へ復帰しませんか。秋田県福祉人材・研修セン
ターが就職のサポートも行います。
日 程●12月19日(水)から21日(金)までの３日間
会 場●秋田県社会福祉会館
定 員●20人 ※定員になり次第締め切ります。
申 込●秋田県福祉保健人材・研修センター(人材部門)へ
電話で12月10日(月)までお申し込みください。
1018
（864）
2880

◆安心・信頼のSマーク

◆交通事故相談のご案内
交通事故で分からないことや困りごとのある時はご相
談ください。県が運営する公共の相談機関です。秘密は
厳守します。
場 所●県平鹿地域振興局 総務企画部内
秋田県交通事故相談所
（県南地区）
横手市旭川１丁目3‑41 10182
（32）
0594
相談日●毎週月〜金曜日
（祝祭日・年末年始除く）
午前９時〜午後３時45分
○早めに専門の相談機関に相談するのが一番です。

◆借金問題は一人で悩まず、
まずは相談を！

消費者金融やクレジットなどの借金がかさみ、返済に
行き詰まる
「多重債務」
の問題が深刻化しています。
多重債務者が増加する背景には違法な高金利があり、こ
れらを精算するなど法的に対処することで多重債務は必ず
解決できます。
多重債務で困っていたら、一人で悩まずに、まずは県
生活センター
（1018‑836‑7806）
に相談してください。
〔多重債務問題シンポジウムのお知らせ〕
多重債務の救済に関わっている弁護士や自ら多重債務
◆自宅がキャンパス
「放送大学」
学生募集
（4月入学） に陥りながら生活再建をなしとげた方の体験談を中心に
基調講演やパネルディスカッションを行います。
放送大学はテレビ・ラジオで授業を行う正規の大学で
す。１科目から学べ入学試験はありません。教育学部生
日 時●12月８日
（土） 午後１時〜
と大学院生を募集しています。
講師等●近江直人弁護士、吉田猫次郎氏ほか
〔募集期間〕
12月15日
（土）
〜２月29日
（金）
会 場●秋田市文化会館
Y･資料請求 放送大学秋田学習センター 1018
（831）
1997
※事前の申込が必要です。
〔多重債務者合同相談会のお知らせ〕
募 集
弁護士、司法書士、県の職員等による無料合同相談会
Ｓマークは、厚生労働大臣認可の標準営
業約款に従って営業している理容業、美容
Ｓマーク
業、クリーニング業、めん類飲食店営業及
び一般飲食店営業のお店に表示が認められています。
Ｓマークを店頭に表示しているお店なら安心、安全、
衛生が保証され、お店選びの大きな目安となります。ま
た万一の場合、事故賠償基準に基づいた保証も受けられ
ます。
Y
（財）
秋田県生活衛生営業指導センター 1018
（835）
0020

◆平成20年度
「国有林モニター」
を募集します

有限会社

スタジオ
すばる

白いキャ
ン
地と
大

ス
バ

緑の

東北森林管理局では、国有林の管理・経営に皆さんの
声を役立てていくため、モニターを募集しています。
募集人員●48人
募集期間●12月３日
（月）
〜28日
（金）
内
容●アンケートへの回答、国有林モニターへの出席
○応募資格、応募方法など、詳しくはお問い合わせください。
Y東北森林管理局国有林モニター係
1018
（836）
2274 5018
（836）
2031
URL http://www.tohoku.kokuyurin.go.jp/

です。この機会にぜひ勇気を出して相談を。
期 日

会 場

12/９
（日） 県生活センター
12/９
（日） サンサン横手

問い合わせ先（電話番号）
県生活センター
（1018‑835‑0999）
（原則予約、当日受付も可。
生活センターは電話相談も可）

12/14
（金） 大仙市女性センター 消費生活相談所
（10187‑62‑1713）

※開催時間は、午前10時から午後４時
（各会場共通）
。

国家資格 肖像写真一級技能士
秋田県知事認証 職業訓練指導員

深澤 勝
美郷町千屋字大屋敷208-2
10187-85-4138 50187-85-2855
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◆平成19年度
「ＮＨＫ海外たすけあい」
キャン
ペーン実施 義援金にご協力ください

おしらせ

◆清水の里ふれあいいきいきサロン まめだ屋
イベントのお知らせ
◎
『おしゃれクラフト』
簡単にオリジナルアクセサリーを作ってみませんか。
日
時●12月11日
（火） 午後１時30分〜午後３時頃
（材料費込）
参 加 料●500円
申込期限●12月８日
（土） ※申込先着10人
◎料理教室
『みんなで楽しく簡単料理を作ろう！』
手軽にすぐできる、おいしい料理を作ってみませんか。
日
時●12月18日
（火） 午前10時〜午後１時30分頃
（材料費込）
参 加 料●300円
持 ち 物●エプロン
申込期限●12月14日
（金）
※各イベントは清水の里ふれあいいきいきサロン まめだ
屋（馬町北都銀行向かい）
にて開催します。
申込・Y町社会福祉協議会 六郷福祉センター
10187
（84）
0378

◆千畑中学校吹奏楽部クリスマスコンサートを
開きます
日 時●12月22日(土) 午後２時開演
会 場●千畑福祉センター
（千畑中学校となり）
入場料●無料
内 容●クリスマスソングはもちろん、クラシックや
ポップスなどたくさんの曲を演奏します。ぜひ
おいでください。
Y千畑中学校 10187(85)2222

◆初心者トレーニング講習会を行います
トレーニングセンターにあるマシーンの使い方やスト
レッチングの仕方の講習を行います。
期 日●12月６日から12月27日までの毎週木曜日
平成20年１月10日から１月31日までの毎週木曜日
時 間●午後７時より１時間程度
会 場●トレーニングセンターろくごう
受講料●無料
申 込●受講したい日
（毎週木曜日）
の前々日
（火曜日）
ま
でお申し込みください。
申込・Yトレーニングセンターろくごう
10187
（84）
0033 50187
（84）
1315
六郷中学校、千畑中学校に入学予定の方へ

美郷制服パック予約受付開始！！
男子セットアイテム

女子セットアイテム

学生服 スラックス
（ウール50%、ポリ50%）

制服 スカート
（ウール50%、ポリ50%）

カッターシャツ2枚 ベルト
半袖カッターシャツ2枚
夏スラックス 替スラックス

ブラウス2枚
夏スカート
半袖ブラウス2枚

１月10日（木）よりお客様のご都合に合わせ随時採寸いたします。
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◆12月10日から12月16日までは
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
です
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を
深めるとともに、国際社会と連携しその実態を解明し、
抑止を図ることを目的として、
「拉致問題その他北朝鮮当
局による人権侵害問題への対処に関する法律」
が施行さ
れ、国及び地方公共団体の責務が定められるとともに、
毎年、12月10日から16日までを
「北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」
とすることとされました。
この週間を問わず、日本人拉致容疑事案についての情
報をお持ちの方は大仙警察署までお知らせください。
Y大仙警察署 10187
（63）
3355

◆新しい入国審査手続きにご協力をお願いします
テロを未然に防ぐため、11月20日から新しい
「入国審査
手続き」
が導入されました。これにより、外国人が日本に
入国する際、指紋と写真情報を提供していただくことに
なっています。すでに日本に滞在している外国人が再入国
する場合も含め、ほぼすべての外国人が対象になります。
空港でのスムーズな入国審査にご協力をお願いします。
Y仙台入国管理局 総務課 1022(256)6076

ファッションはうす
しょしけ

匠詩恵
小西合名会社
美郷町六郷字馬町41番地

1８４−１４００

他、セットでお買得企画取り揃えております。
5８４−2222
御注文いただいたお客様にもれなくエナメル

バッグ（40×30×13㎝）プレゼント

今なお紛争や災害で苦しんでいる人や、恵まれない人
にあたたかい手を差しのべる
「ＮＨＫ海外たすけあい」
キャンペーン
（主催：日本赤十字社、日本放送協会、Ｎ
ＨＫ厚生文化事業団）
が、今年も12月１日から25日まで
の間実施されます。
「あなたのやさしさを」
をスローガンに実施するこの
キャンペーンでは、難民援助などのための緊急救護事業
や発展途上国を対象とした開発協力事業の充実・発展に
役立てることにしております。
〔義援金受付窓口〕
郵便局・秋田銀行・北都銀行・農協・漁協・ＮＨＫ放
送局・日本赤十字社秋田県支部・秋田赤十字病院・秋
田県赤十字血液センター・アトリオン献血ルーム・秋
田赤十字乳児院・日本赤十字秋田短期大学
※なお、振込用紙は上記の受付窓口に用意します。
手数料は無料となっております。
Y日本赤十字社 秋田県支部 1018
（864）
2731

お気軽にお問い合わせください

