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次回の「広報お知らせ版」は9月12日（金）発行予定です。
「広報美郷」9月号は9月1日（月）発行予定です。

美郷町学校教育懇談会を開催します
～いっしょに考えましょう、美郷の学校～

　昨年度行った「学校将来構想のアンケート調査」の結果
などを参考にしながら、子どもたちにとってより良い教
育環境について具体的な方向性を検討するため、保護者
の皆さんや地域の方々のご意見をお聞きしたく、町長、
教育長を交えて教育懇談会を開催します。
　児童生徒の減少により年々進行する小・中学校の小規
模化。美郷町の将来を担う子どもたちの教育環境につい
ていっしょに考えましょう。

期　日 会　場 時　間

8月19日（火） 仙南交流センター

8月20日（水） 六郷公民館 午後7時～9時

8月22日（金） 千畑交流センター

※お近くの会場へお越しください。
Y町教育委員会　学務課　10187（84）4914

防災行政無線整備に係る電波伝搬調査を行います

　防災行政無線を整備するにあたり、電波の状況を調査
する調査員が町内を巡回します。町民のみなさんのご理
解とご協力をお願いします。
期　間●８月18日（月）～22日（金）
　　　　８月25日（月）～９月３日（水）
場　所●町内一円【主に公共施設、集落会館、消防ポンプ

庫周辺】
調査員●（株）東鳳電通設計事務所職員
　　　　【調査員の腕章を着用しています。】
Y役場（千畑庁舎）住民生活課環境安全班　10187（84）4903

やまびこ座談会のお知らせ
　「やまびこ座談会」は、町長を囲んでの対話を希望する
行政区の申込により行われます。町長に話を聴いてほし
い、町づくりの話をじっくり聴きたいなどの行政区があ
りましたら、お気軽にお問い合わせください。
　詳しくは、広報美郷６月号をご覧ください。
Y役場（六郷庁舎）総務課秘書広報班　10187（84）1111

平成20年度「敬老会」を開きます

　昭和８年４月１日までに生まれた方が対象となりま
す。事前に案内状を送付しますので、ご近所、ご友人お
誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
地　区 期　日 会　場 時　間

仙南地区 9月７日（日） 仙南体育館 午前10時～

千畑地区 9月15日（月） 千畑体育館

六郷地区 9月21日（日） 六郷体育館
※受付の際に、案内状が必要ですので忘れずにご持参く
ださい。お祝い品の受け取りのみ希望される方も、案
内状をご持参のうえ当日の正午までに会場へお越し願
います。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2167）

昭和33年に婚姻届を出されたご夫婦へ
「金婚をお祝いする会」にお申し出ください
　参加を希望されるご夫婦は、９月４日（木）まで千畑庁
舎福祉保健課、六郷・仙南庁舎総合サービス課に備え付
けの申込書にご記入のうえ、お申し出ください。
日　時●10月22日（水）午前11時～
会　場●美郷町ふれあいセンター（千畑南小学校向かい）
対象者●昭和33年１月１日～12月31日までの間に婚姻届

を出されたご夫婦
＜次の点にご注意のうえ、お申し込みください＞
・対象となるご夫婦への個別通知はしておりません。
・電話での申込み受付はしておりません。申込書による
参加となります。
・今年対象のご夫婦が来年度以降参加することはできま
せん。金婚を迎えられる年のみ参加対象となります。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2167）

美郷町職員採用試験

試験区分 採用予定人員 職務内容

上級一般事務 若干名 一般行政事務従事
申込受付期間●８月６日（水）～８月27日（水）
一次試験●９月21日（日）ノースアジア大学
　詳細は、町ホームページまたは広報美郷７月号をご覧
ください。
申込・Y役場（六郷庁舎）総務課総務班
〒019-1404美郷町六郷字上町21　10187（84）1111内線（1242）
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観光看板への広告掲載を募集します

　町の観光、イベント、施設の案内等を目的とした観光
看板への広告掲載を募集します。
掲載場所●美郷町南町字都野地内に設置している観光看板
掲載規格●縦910mm×横7160mm×２面
掲載期間●原則として１年とする。
掲　載　料●美郷町観光看板広告掲載基準による
申込期限●８月27日（水）
Y役場（六郷庁舎）商工観光交流課　10187（84）4909

福祉保健課の臨時職員を募集します

募集人員●２人
応募資格●レセプト点検事務の経験のある方
勤務内容●レセプトの内容点検、レセプト事務全般
勤務時間●週５日間（１日あたり７時間）
　　　　　（平日9:00～17:00、土日祝祭日は休み）
勤務場所●美郷町役場千畑庁舎
雇用期間●10月１日から平成21年３月末日まで
賃　　金●時給810円
加入保険等●社会保険（健康保険・厚生年金保険）雇用保険
　　　　　加入
申込期限●９月１日（月）
申込方法●申し込みはすべて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

サンワーク六郷職員を募集します

募集人員●３人
資格要件●ヘルパー資格と大型運転免許のある方　１人
　　　　　ヘルパー資格のある方　２人
職務内容●送迎車運転業務、障がい者居宅介護支援等
勤務時間●午前８時から午後５時まで（週40時間以内
　　　　　の勤務）
雇用期間●９月１日から平成21年３月末日まで（更新有り）
雇用条件●時間給780円　社会保険、雇用保険加入
応募方法●履歴書と資格証明書を持参してください。
申込期限●８月30日（土）
申込・Y〒019-1402　美郷町野中字下村55-2　
　　　　　サンワーク六郷　10187（84）3809

平成21年度から秋田県育英奨学金が変わります
（平成21年4月に大学・短大進学予定の方へ）

○予約採用制になります

　これまでは、大学・短大に入学してから申し込みを受

け付け採用していましたが、平成21年度から入学の前年

度に申し込む予約採用制に変わりました。（今後、大学入

学後に受け付ける秋田県育英会の奨学金はありません。）

　また、月額貸与奨学金は、国公立、私立ともに月額５

万円に統一されます。なお、「すこやか奨学金」の廃止が

検討されていますので、すこやか奨学金を希望している

方は、念のため秋田育英奨学金に応募してください。

○入学一時金の貸与制度を新設しました

　入学一時金は、大学合格後に必要となる資金（入学金、

授業料、アパート契約代等）に対応できるように、平成21

年１月から３月の間に、50万円、70万円、100万円の中か

ら、希望する額を一括貸与する制度です。

○応募期間は、8月1日（金）から8月29日（金）までです

　高等学校等の在学生は、在学する学校へ申し込みにな

ります。（在学高校ごとに締切が異なります。）

申込先　〒010-0951秋田市山王四丁目1-2秋田地方総合庁舎6階

　　　　（財）秋田県育英会　秋田育英奨学生係

　　　　1018（860）3552

　ホームページもご覧ください。

　　URL　　http://www.akita-ikuei.jp/

※教育委員会学務課にも募集要項があります。

　町教育委員会学務課（千畑庁舎２階）10187（84）4914

「ハリーちゃん」です、よろしく！！

　町の上下水道普及キャラクターの名称を募集したところ、沢山のご応募をい
ただきありがとうございます。応募の中から「ハリーちゃん」に決定しました。
　「ハリーちゃん」と応募してくれた方は
　千屋小学校１年　細井恵美莉さん、六郷中学校１年　大隅千里さん、
　六郷中学校３年　高橋勇斗さん　　の３名です。
Y役場（仙南庁舎）建設課上下水道班　10187（84）4910

成分献血にご協力ください

　一人あたり１時間程度の時間がかかるため予約制と
なっています。ご協力くださる方は、８月27日まで福祉
保健課へご連絡ください。
期日●９月３日（水）
会場●仙南保健センター
時間●午前10時～、11時～、午後１時～、２時～、３時～
申込・Y役場（千畑庁舎）福祉保健課健康対策班

　　　　10187（84）4907（内線2171、2172、2173）
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美郷チャレンジ健康マラソン参加者募集

日　時●９月６日(土)　午前９時スタート（受付８時20分～）
会　場●六郷陸上競技場
コース●ウォーク＆ランコース（３ｋｍ）
　　　　ファミリー＆チャレンジコース（６ｋｍ）
　　　　アスリートコース（10ｋｍ）
参加料●無料
その他●小雨決行。雨天等の中止確認は当日午前７時以

降にトレーニングセンターろくごう（10187（84）
0033）にお問い合わせください。

申込・Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　　　　10187（84）4915

ニュースポーツ教室参加者募集

　ストレッチ運動と筋力トレーニングで元気に動ける身
体を維持しましょう。
　特に高齢の方の体力低下の予防に効果がある運動と、
ユニカールなどレクリェーションを取り入れたメニュー
で楽しく運動ができますので、ぜひご参加ください。
日　時●９月13日（土）午前９時～11時まで
会　場●千畑体育館
参加料●無料
その他●運動靴、飲み物、タオル等はご持参ください。
申込・Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　　　　10187（84）4915

町民マレットゴルフ大会参加者募集

日　　時●８月24日（日）午前９時～
会　　場●大台野広場マレットゴルフ場
参加資格●町民でマレットゴルフ愛好者。チーム４人１

組で参加してください。
試合方法●美郷町マレットゴルフ協会ローカルルール。

３コース使用。
参　加　料●無料
申込期限●８月22日（金）
そ　の　他●９月６日（土）午前９時～同会場で決勝大会を

行います。
申込●高橋光志　10187（85）3098
　　Y武藤修孝　10187（84）2521

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●９月６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●９月13日(土)午前10時～11時
会　　場●千畑交流センター１階　第１和室
　仙南地区　　図書館ボランティア「紙ひこうき」
日　　時●９月６日(土)午後２時～３時
会　　場●仙南交流センター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
　仙南公民館　10187（83）2280

ストレッチ教室と水中運動教室参加者募集

　総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会では体験教
室を開催しています。ぜひご参加ください。

　ストレッチ教室　
期　日●８月18日（月）、25日（月）、９月１日（月）、８日（月）、

16日（火）
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
効　果●関節の稼働域を広げ、普段使わない筋肉までほぐ

します。肩こりなどでお困りの方にも好評です。

　水中運動教室　
期　日●８月19日（火）、26日（火）、９月９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（入場料込み）
効　果●水の抵抗を利用し、浮力も得られるので膝や腰

に負担をかけずに運動できます。浅いプールで
インストラクターが指導します。

申込・Y町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会事務局
　　　　（町教育委員会社会教育課スポーツ振興班内）
　　　　10187（84）4915

エアロビクス教室参加者募集

　今年度第２回エアロビクス教室を開催します。
　最初は軽めの運動量でスタートしますので、初めての
方でも安心です。
　ご家族やご近所の方、お友達などをお誘い合わせのう
えご参加ください。
期　日●９月４日～11月６日までの毎週木曜日（計10回）
時　間●午後７時～（１時間程度）※時間厳守
会　場●トレーニングセンターろくごう
参加料●１回200円（当日受付で徴収）
参加資格●町民または及び町内の職場にお勤めの方
申込方法●トレーニングセンターろくごうに電話または
　　　　　FAXでお申込ください。（期間内の途中参加も
　　　　　できます。）
申込期限●９月２日（火）※期日厳守（受講者名簿作成のた

め）
申込・Yトレーニングセンターろくごう
　　　　　10187（84）0033　50187（84）1315

平成20年度美郷町芸術文化協会芸能発表会

　ご近所お誘い合わせのうえご来場ください。心よりお
待ちしております。
日　時●９月６日（土）午前10時～午後３時（予定）
場　所●仙南公民館ホール
内　容●美郷町芸術文化協会加盟団体による芸能発表
入場料●無料
Y町教育委員会社会教育課　10187（84）4915
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福祉の就職ミニフェア、しごとセミナーを開きます

【福祉の就職ミニフェア】※事前申込は不要です。
日時●９月６日（土）受付午前９時30分～、開会午前10時
会場●横手セントラルホテル 旭水の間
対象●現在求職中の方や来春卒業予定の学生
内容●福祉施設等の採用担当者との個別面談、事務局職

員による就職相談
【福祉のしごとセミナー】※事前申込が必要です。
日時●９月６日（土）受付午後12時30分～、開会午後１時
会場●横手セントラルホテル 秀麗の間
対象●福祉の仕事を希望する方および福祉に関心を持っ

ている社会人や学生等
内容●講話『福祉の担い手に求められることは』、福祉の職

場・職種説明、ハローワークによる福祉関係の求
人状況についての説明、個別相談、登録受付など

申込・Y県福祉保健人材・研修センター　1018（864）2880

第2回あきた子育て緊急サポートネットワーク
サポート会員講習会のおしらせ

　子育て緊急サポートネットワークでは、利用会員の急
な残業・出張などによる「泊まり預かり」や「子どもの病気
回復期」などの「預かり」や「送迎」をしていただけるサポー
ト会員の講習会を開催します。
期　　日●９月17日（水）、18日（木）、25日（木）、26日（金）
時　　間●午前10時～午後４時
会　　場●仙南交流センター２階ホール
対　　象●子育ての基本的な知識と理解がある子育て経

験者
　　　　　保健師、看護師、保育士のいずれかの資格を

お持ちの方
受　講　料●無料
申込期限●９月５日（金）
申込・Yあきた子育て緊急サポートセンター県南支部
　　　　10182（33）3126　50182（33）3127

秋田県合同就職面接会のお知らせ

日　時●９月２日（火）午後１時～５時
会　場●秋田ビューホテル
対　象●平成21年３月に大学・短大・高専・専修学校等

を卒業予定の学生
その他●事前申込不要。
Y県雇用労働政策課　1018（860）2335

自宅がキャンパス「放送大学」学生募集（10月入学）

　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。
　教養学部生と大学院生を募集しています。
募集期間●８月31日（日）まで
Y放送大学秋田学習センター　1018（831）1997
　　URL　　http://u-air.ac.jp

ＮＴＴ東日本発行の電話帳を配達・回収します

　ＮＴＴでは、地球環境保護として、回収した古電話帳
から新しい電話帳を作る「電話帳循環型リサイクル」を
行っています。
　８月中に順次、新しい電話帳（平成20年９月発行）を各
ご家庭・事業所へお届けします。
　その際、現在お使いの電話帳は、新しい電話帳とお取
り替えいたしますので、配達員へお渡しください。
　なお、ご不在の場合などでも後日改めて回収に伺いま
すので、下記「タウンページセンタ」までご連絡くださ
い。お届けする電話帳の変更や配達冊数の変更につきま
しても、タウンページセンタまでご連絡ください。
Yタウンページセンタ　10120（506）309

第10回国際教養大学公開講座のお知らせ

日　時●９月６日（土）午後１時30分～４時15分
会　場●秋田県立横手清陵学院高等学校　清陵ホール
テーマ●北京五輪後の中国
内　容●世界の舞台へ躍進する中国がかかえる内政問題

や、台湾との外政問題に言及しながら、オリン
ピック後、中国がどのような歩みを取るのか、
また、日本との関係はどのように進展していく
のかについて論じます。

　　　　基調講演　国際教養大学学長　中嶋嶺雄氏
　　　　ケーススタディ、パネル討論など
　　　　　「中国の『台頭』と日中関係」、「台湾総統選挙後

　の中台関係」
その他●入場無料（当日参加も可）
申込・Y国際教養大学　地域・社会貢献チーム
　　　　1018（886）5904（月～金8:30ー17:30）
　　　　5018（886）5910

ボーリングマシン特別教育講習会

日　　時●９月９日（火）・10日（水）（２日間）
　　　　　午前９時～午後５時
会　　場●大曲地域職業訓練センター
対　象　者●ボーリング業に従事されている方
定　　員●30人
受　講　料●8,000円
申込期限●８月29日（金）
申込・Y大曲地域職業訓練センター
　　　　大仙市大曲田町3-1　10187（62）1726

秋田県中央男女共同参画センター事業

地域サポーター養成講座のお知らせ

　男女共同参画に関心のある方はどなたでも参加できます。
日　　時●９月５日（金）午後１時30分～３時30分
会　　場●秋田県中央男女共同参画センター研修室
　　　　　（アトリオン７階）
内　　容●「身近な環境をみつめよう！～男女共同参画で

デザインする持続可能な地域社会～」
　　　　　講師：萩原なつ子氏（立教大学社会学部社会学科教授）
申込期限●８月29日（金）
そ　の　他●託児あり（事前の予約が必要です。）
申込・Y秋田県中央男女共同参画センター　1018（836）7853


