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次回の「広報お知らせ版」は8月15日（金）発行予定です。
「広報美郷」8月号は8月1日（金）発行予定です。

農家の皆さんへ
～雑草の適正な処理をお願いします～
　農道やけい畔の草刈りをした草をそのまま放置する
と、水路に落ちて水路が詰まる原因となるだけでなく、
病害虫などが発生し、農作物に影響を与える可能性があ
ります。草刈りをした草や雑草は農道に放置せずに、適
正な処理をしてください。
　また、今後農作物に影響がある病害虫の発生が予想さ
れますので、農家の皆さんには、今一度適正な農地の管
理と防除対策をお願いします。
Y役場（仙南庁舎）農政課担い手対策班　10187（84）4908

防犯灯による害虫被害に防除協力を
　毎年この季節、防犯灯を設置している付近の水田で
は、フタオビコヤガ（イネアオムシ）による葉の食害が見
られます。防犯灯は防犯対策のため設置したものです。
町民の皆さんのご理解とご協力、また被害を防ぐための
防除をお願いします。
　害虫の異常発生や、食害被害の拡大が見られる場合
は、ＪＡなどにご相談くださるようお願いします。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課環境安全班　10187（84）4903

名木・古木情報の提供について（お願い）
　社会教育課では、町内にある名木・古木マップを今年
度作成し、由来や伝説などを広く紹介する予定です。町
内には町の文化財に指定されているものの他に、名木・
古木として紹介できるものが多数あると見込まれます。
町民の皆さんからの情報を参考にしながら作成しますの
で、名木・古木に関する情報を提供してくださるようお
願いします。
必要な情報●①木の所在地及び種類②およその樹齢③由来

や伝説④情報提供者の住所・氏名・電話番号
方　法●町教育委員会社会教育課へ次のいずれかの方法

でお知らせください。
　10187（84）4040（午前8時半～午後７時（7/22,28を除く））
　50187（84）3763（24時間受付）
　 メール 　kyoiku@town.misato.akita.jp
期　間●７月18日（金）～７月31日（木）
Y町教育委員会社会教育課歴史文化財班（学友館内）
　10187（84）4040

家庭ごみの有料化　始まっています

　「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」を出す場合は、必

ず「美郷町指定ごみ袋」を使用してください。
　旧ごみ袋で出されたごみは収集しませんのでご注意く

ださい。
●指定袋は、町内の「有料指定袋取扱店」で購入してくだ

さい。（大仙市内の店では販売していません。）
●「缶・びん」「ペットボトル」は、今までと同じ指定袋です。

●六郷地区の資源ごみ（缶、びん、ペットボトル）はエコ
バッグ方式です。

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　環境安全班　10187（84）4903

福祉医療受給者の皆さんへ
「福祉医療受給者証」の更新をお忘れなく

　現在使用している「福祉医療受給者証」の有効期限が、

平成20年７月31日までとなっている方について、新しい

受給者証の交付を７月下旬に行います。

　該当する方には、詳細について個人通知をします。通

知が届きましたら更新の手続きをお願いします。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課医療保険班　10187（84）4907

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方へ
高齢受給者証が更新されます

　70歳以上75歳未満の方には、所得などに応じて自己負
担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付

されます。
　自己負担割合は原則として、毎年８月１日から翌年７

月31日を一年として判定し更新されます。（世帯構成や所
得の申告内容が変わった時は変更となる場合があります。）

　平成20年８月１日から使用する高齢受給者証は、７月
下旬に郵送します。内容を確認し、医療機関を受診する

時は、被保険者証と一緒に提示するようお願いします。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課医療保険班　10187（84）4907
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プールパークせんなんの自動販売機設置業者を
募集します

　「プールパークせんなん」オープンに伴い、自動販売機
（清涼飲料水）設置業者を募集します。
設置期間●７月末～８月末の約１ケ月
設置台数●２台
設置負担額●町行政財産使用料徴収条例による額、およ

び設置・撤去料および電気料
設置資格●町内の小売店で営業期間中、故障・商品補

充に即対応できる方
申込方法●仙南公民館に備え付けの申込用紙に記入し、

７月21日（月）までお申し込みください。
　　　　　　（応募者多数の場合は抽選）
申込・Y仙南公民館　10187（83）2280　50187（83）2451

生涯学習講座（パソコン講座）の受講者募集

　仙南公民館のパソコン講座の定員に余裕があります。
ぜひ受講してください。
講座名●パソコン講座（初心者向け）
会　場●仙南公民館２階メディアルーム
開催日●８月５日（火）～８日（金）午後７時～９時
内　容●初歩的なパソコン操作で、パソコンに触ったこ

とのない方も気軽に参加できます。
申込期限●７月25日（金）
申込・Y仙南公民館　10187（83）2280　50187（83）2451

巡回教育相談のお知らせ

　県では発達や行動などが気になるお子さんのための巡
回教育相談を次のとおり行います。お気軽にご相談くだ
さい。
開　催　日●７月29日（火）・30日（水）
時　　間●午前10時～午後３時
会　　場●大仙市大曲交流センター
相談担当者●医療関係者、児童福祉司ほか
申込方法●町教育委員会学務課まで電話でお申し込みく

ださい。
申込期限●７月22日（火）
申込・Y町教育委員会学務課（千畑庁舎）  10187（84）4914

80歳以上で20本以上いい歯を持っている方募集

対　　象●県内に住所があり、昭和３年３月31日以前生
まれの方（80歳以上）。

認定基準●①現在歯数が20本以上あること（人口歯根は現
在歯に含まない）。②喪失歯がないか、あっ
ても良好な状態であること。③全身の健康状
態、歯肉及び口腔内清掃状態が比較的良好で
あること。

申込方法●最寄りの「8020いい歯のお年寄り表彰」と提示
のある歯科医療機関へお申し出ください。

受付期限●８月31日（日）まで
Y大仙保健所　10187（63）3404

発掘出土遺物整理作業員を募集します

募集内容●発掘出土遺物整理作業員　1名
業務内容●出土遺物の整理作業
就業時間●週５日間（１日８時間勤務）
　　　　　　（火～土8:30～17:15、日・月・祝祭日は休み）
雇用期間●８月12日から12月25日まで
賃　　　金●時給810円
資　格　等●整理作業経験者
加入保険等●雇用保険・社会保険加入
申込期限●７月28日（月）必着
応募方法●申し込みはハローワークを通じて行ってく

ださい。
申込・Yハローワーク大曲　10187（63）0335

社会福祉法人水交会後三年鴻声の里
臨時職員募集

業務内容●男子利用者の生活・作業支援
給　与　等●時給820円（社会保険、雇用保険あり）
勤務形態●日勤（8:30～17：30）の他、日直、宿直あり
採用予定人数●８月１日～21年３月31日まで　１名
　　　　　　10月１日～21年３月31日まで　１名
申込方法●履歴書を郵送または持参
申込期限●７月24日（木）
試　験　日●日時:７月28日（月）13：30～（作文・面接）
　　　　　　場所:後三年鴻声の里
申込・Y〒019-1234　美郷町飯詰字東西法寺148
　　　　後三年鴻声の里　10187（83）2035　担当　菅尾

「休祭日救急医療センター」は10月から「休日
救急医療連携事業」として仙北組合総合病院に
場所を移して新たにスタートします

診療場所●仙北組合総合病院
診　療　日●日曜日、祝日、年末年始
　　　　　　※最初の診療日は10月５日（日）
診療時間●午前９時～午後３時
診療科目●内科・小児科
Y大曲仙北広域市町村圏組合事務局　10187（62）5187

国民年金の納付等について
委託業者から電話でご案内しています

　国民年金の納付等のご案内について、社会保険事務所職
員や委託業者からお電話させていただくことがあります。
委託業者名●株式会社トライアイ
発信通知電話番号●045-411-8001
お電話する時間帯●午前９時～午後８時（土・日・祝祭日含む）
　※案内を行う委託業者は、個人情報の取り扱い等については守

秘義務を課すなど、適切な管理のための必要な措置を講じて

おります。

Y役場（千畑庁舎）住民生活課戸籍年金班　10187（84）4903
　（内線2145）　大曲社会保険事務所　10187（63）2294・2295
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第３回大仙・仙北・美郷畜産共進会、畜産まつり

日　時●７月26日（土）
　　　　畜産共進会　午前７時～午後４時
　　　　　家畜評価コンクール、家畜ふれあい等
　　　　畜産まつり　午後４時～７時
　　　　　仙北牛肉試食販売会、大抽選会等
　　　　　あきたこまち米（２合）無料配布（先着300名）
会　場●大曲家畜市場（大仙市高関上郷字高屋敷58）
Y秋田おばこ農業協同組合畜産総合センター　10187（62）0207

歴史講演会を開きます

日　　時●７月26日（土）午後４時30分～
会　　場●名水市場「湧太郎」國之誉ホール
講演内容●演題「教育の町六郷の近代教育を築いた人」
　　　　　　　－藤井帰一郎先生について－
　　　　　講師：秋田県文化財保護協会六郷支部長
　　　　　　　　宇佐美晃一氏
入　場　料●無料
申込期限●７月24日（木）
申込・Y六郷公民館　10187（84）2311

七夕まつり「舟ッコ流し」が行われます

期　日●８月２日（土）～３日（日）
舟ッコ練りまわり●各町内で行います。
舟ッコ流し●８月３日（日）午後８時～
場　所●六郷・諏訪神社裏・御伊勢堂川
Y六郷公民館　10187（84）2311

お話し会のお知らせ

　六郷地区　　わくわくおはなし「夢ふうせん」
日　　時●８月２日（土）午前10時30分～11時
会　　場●学友館図書館内親子閲覧コーナー
　千畑地区　　おはなしの会「しゃぼんだま」
日　　時●８月９日（土）　午前10時～11時
会　　場●千畑交流センター１階　第１和室
○乳幼児から小学生（低学年程度）のお子さんとその保護者の方が

対象です。参加料や事前申込は不要です。

Y学　友　館　10187（84）4040
　千畑交流センター　10187（85）2593

芸能発表会を開きます

　町芸術文化協会千畑支部主催の芸能発表会を開きま
す。ご来場ください。　
日　時●８月３日（日）午前10時開演
会　場●千畑交流センター
入場料●無料
Y千畑交流センター　10187（85）2593

ロートピア仙南夏祭り2008

日　時●７月27日（日）午後６時30分～
会　場●ロートピア仙南 駐車場
内　容●屋台・夜店・歌謡ショー・花火など
　　※ボランティアのご協力をお願いいたします。
Yロートピア仙南　鈴木　10187（87）8010

第22回真昼荘夏祭り

日　時●８月１日（金）午後７時～９時
会　場●真昼荘　駐車場
内　容●花火、演芸など
Y真昼荘　10187（85）2203

手芸広場・歌声健康広場に参加しませんか

８月４日（月）
　・歌声健康広場（金沢コミュニティセンター）
　　午後１時30分～４時
８月25日（月）
　・手芸広場（飯詰コミュニティセンター）
　　午前９時30分～午後４時
　・歌声健康広場（後三年雁の里よってって）
　　午後１時30分～４時
９月８日（月）
　・手芸広場（金沢西根コミュニティセンター）
　　午前９時30分～午後４時　
　・歌声健康広場（ロートピア仙南地域交流スペース）
　　午後１時30分～４時
　※手芸広場では布を使った花づくりをします。裁縫道
具をご持参ください。一日参加の方はおにぎりをご
持参ください。

Y仙南福祉センター　10187（83）2122

オフィスクリーニング講習会受講生募集

期　　間●８月26日（火）～９月５日（金）※８日間
会　　場●仙南公民館
対　象　者●就職を希望する60～69歳の町民の方（男女不問）
講　　師●秋田県ビルメンテナンス協会
講習内容●クリーニング機器の取り扱いや洗剤用途、
　　　　　清掃箇所等の基本知識の習得。
定　　員●20名（定員になり次第締切）
そ　の　他●受講料・テキスト代無料
申込期限●８月15日（金）
申込・Y美郷町シルバー人材センター　10187（84）0307

第４回　美郷町「医療講座」のご案内

　結核は決して過去の病気ではありません。結核の正し
い知識を持ち、予防と早期発見を心がけましょう。
日　時●８月１日（金）午後１時30分～２時40分
会　場●六郷保健センター
内　容●講演「結核～今なお根絶できぬ感染症～」
　　　　講師:しんどう内科クリニック　院長 進藤　勉氏
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課健康対策班
　10187（84）4907（内線2172）
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縄文発見ワクワク体験参加者募集

期　　日●７月29日（火）～31日（木）
会　　場●秋田県埋蔵文化財センター（大仙市払田）
対　　象●小学生、中学生、高校生
内　　容●発掘、勾玉づくり、土器づくり、文様染めな

どの体験
申込方法●希望日、コースを電話でお申し込みください。
申込期限●７月25日（金）
申込・Y秋田県埋蔵文化財センター　10187（69）3331

特別支援教育かがやきミーティングのお知らせ
　特別支援教育に関心のある方はどなたでも参加できます。
日　　時●８月８日（金）午後１時15分～４時50分
会　　場●浅舞公民館（横手市平鹿町）
主な内容●講演、実践発表
申込・Y県南教育事務所仙北出張所　10187（63）3447

「秋田内陸線乗ってみ隊」メール会員募集！
　秋田内陸線や沿線市町村などからの、旬な情報をお届
けします。
　下記のアドレスに、件名を「乗ってみ隊入会希望」と
し、本文に氏名と居住市町村名を明記のうえ送信してく
ださい（会費無料、携帯不可）。いただいた情報は、メー
ル配信以外には一切使用いたしません。
 e-mail  senkanko@mail2.pref.akita.jp
Y秋田内陸線乗ってみ隊事務局（県仙北地域振興局地域企画課内）
　10187（63）5226　50187（63）6369

平成20年度秋田被害者支援センター
ボランティア支援員募集
応募資格●20歳以上で、相談や支援活動に必要な知識、

技術を取得するため、専門的な研修を受ける
ことができ、支援活動ができる方。

応募期限●８月15日（金）
募集人員●20名
申込・Y（社）秋田被害者支援センター事務局
     　　　1018（887）7605　  URL  http://www.avs.or.jp

第７回進む少子高齢社会を考えるみんなの集い
日　時●７月25日（金）午後１時15分～４時30分
会　場●仙北市角館交流センター
内　容●体験発表（六郷小学校ほか）、高校生の奉仕活動

報告など
その他●どなたでも参加できます。入場無料。
Y（社）秋田県高齢者介護支援協会・仙北地域支部
　10187（63）2557

ストレッチ教室と水中運動教室参加者募集
　ストレッチ教室　
期　日●７月28日（月）、８月４日（月）、11日（月）、
　　　　18日（月）、25日（月）
時　間●午前９時30分～11時30分まで
会　場●トレーニングセンターろくごう
参加料●１回100円
　水中運動教室　
期　日●７月22日（火）、８月19日（火）、26日（火）
時　間●午前10時～11時まで
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回500円（入場料込）
申込・Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　　　　10187（84）4915

あったか山マラソン2008参加者募集
期　　日●８月10日（日）　受付　午前７時30分～
コ　ー　ス●六郷温泉あったか山発着コース（5㎞または10㎞）
参加資格●中学生以上
参　加　料●中学生・高校生1,000円、一般3,000円
申込期限●７月25日（金）
申込・Yあったか山マラソン事務局　藤原
　　　　10187（84）3362　携帯090（4559）3640

第４回町民卓球大会参加者募集
日　　時●８月10日（日）　受付　午前８時30分～
会　　場●町総合体育館リリオス
参加資格●町民であること（小・中学生不可）
試合方法●
　　①行政区対抗戦〔団体〕１チーム３人（シングルス）
　　　・１部（中・上級クラス行政区）
　　　・２部（初級クラス行政区）
　　　※隣行政区との合同チーム可
　　②個人戦（美郷町卓球選手権：男女別・年代別〔50歳

未満・50歳以上〕）
　　　・硬式一般の部
　　　・ラージボールの部
参　加　料●無料
申込期限●行政区対抗戦は８月６日（水）まで、個人戦は

当日会場で受付可。
申込方法●トレーニングセンターろくごうに備え付けの用

紙でお申し込みください。
　　　　　10187（84）0033　50187（84）1315
Y町卓球協会事務局　照井修　1090（1064）4156

町野球大会年齢別部門500歳野球大会
参加チーム募集
日　　時●８月24日（日）午前８時～　※予備日８月31日（日）
会　　場●六郷野球場
参加資格●町民で、昭和35年４月１日以前生まれの方（数

え年50歳以上）。ユニフォーム着用厳守（色は問
わないが背番号の違うもの）。

参　加　料●7,000円
申込期限●８月４日（月）
組合せ抽選会●８月６日（水）午後７時～ 六郷公民館
申込方法●トレーニングセンターろくごうに備え付けの用

紙でお申し込みください。
　　　　　10187（84）0033　50187（84）1315
Y町野球連盟　高橋基　1090（7931）4480

秋田で働く医師を募集しています
　ドクターバンク　
　県内の医療機関で勤務を希望する医師に対し、就職先
を斡旋・紹介します。
　県職員医師募集　
　自治体病院等に勤務する県職員医師を募集します。詳
細は県のホームページでご確認ください。
  URL  http://pref.akita.lg.jp
Y秋田県医師確保対策推進チーム　1018（860）1410


