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次回の「広報お知らせ版」は6月13日（金）発行予定です。
「広報美郷」6月号は5月30日（金）発行予定です。

千畑温泉保養所の閉鎖について

　千畑温泉保養所は４月16日から臨時休業しており、利用者の皆さまには大変ご迷
惑をおかけしています。
　先月の施設点検時に大規模な給水管の漏水が確認されました。これを機に施設全
体にわたり修繕必要箇所の調査を実施したところ、給水管にとどまらず施設設備の
老朽化に伴い、給湯設備、ボイラー、浴室、電気設備などに修繕費用が約2,870万
円かかることが判明いたしました。
　温泉保養所については、合併前の千畑湯治館浴室増築時にいずれは新浴室を利用
していただくため、旧千畑町の移動町民室の質疑にあるように「大規模な改修や、改築はしない」ことを前提として
おり、また「温泉施設のあり方内部検討委員会」でもこうした経緯や経営などを踏まえ「廃止の方向で検討する」とい
う最終報告書を今年３月にまとめていたことなどから、この度やむなく閉鎖することといたしました。
　これまでご利用くださいました皆さまのご愛顧に感謝申し上げ、この度の町の方針についてなにとぞご理解をお
願いいたします。
　なお、福祉保健課で発行している利用券および千畑ヘルス観光（株）で発行している保養所利用回数券については、
次のとおりといたしますので引き続きご利用ください。

　5月15日から使い方が変わります　

①町内いずれの温泉施設でも200円の割引券として利用できます。
②利用料金400円との差額200円はご負担をお願いいたします。
③今まで土日祝日は利用できませんでしたが、いつでも利用できます。
④利用券左右の受給者氏名欄には、必ず印かんを押してください。押印がないと入場できな
い場合があります。

千畑ヘルス観光（株）発行 ①千畑温泉サンアールで一枚200円券として利用できます。
保養所利用回数券 ②六郷温泉あったか山、湯とぴあ雁の里温泉では利用できません。

千畑公民館の電話番号が変更になりました

　経費節減のため、千畑公民館の電話（0187（85）3270）を休
止しました。
　千畑公民館事業の問い合わせや、千畑体育館・武道館
の利用を申し込むときは千畑交流センターにおかけくだ
さい。
Y千畑交流センター　10187（85）2593

路面状況調査のお知らせ

 舗装路面のひび割れ状況等の調査のため道路を試掘
し、路床の支持力調査を行います。作業中は一時的に片
側交互通行になりますので、ご迷惑をおかけしますがご
協力をお願いします。
調査箇所●町内全域（35箇所）
予定工期●６月20日まで
作業時間●午前８時～午後５時
Y役場（仙南庁舎）建設課　建設班　10187（84）4910

※対象：満65歳以上
の町民の方

福祉保健課発行
千畑温泉保養所
利　　用　　券

Y役場（六郷庁舎）商工観光交流課　観光班　10187（84）4909
　　　（千畑庁舎）福　祉　保　健　課　福祉班　10187（84）4907
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ごみの出し方について今一度ご確認を

　最近、ごみ集積所に不当にごみを出す人が増えていま
す。町で配布している「ごみの日カレンダー」を参考に、
ごみを出してくださるようお願いします。
ごみを混ぜて出していませんか
　指定のごみ袋に分別し、行政区・氏名を記入して収集
日の朝８時までに出してください。
　４月より「燃やせるごみ袋」と「燃やせないごみ袋」は、
新しく「美郷町専用袋」に変わりました。ただし、従来の
ごみ袋は６月の最終収集日まで使用できます。
●ペットボトル
　　ペットボトル（ のマークのあるもの）は、キャップ
をはずし、中を水洗いして専用の袋に入れて出してく
ださい。（キャップは「燃やせるごみ」へ）
●スプレー缶・カセットボンベ類
　　中身を完全に使い切り、風通しのよい火気のない場
所で、くぎなどで穴を開けて出してください。（中身が
残っていると、ごみ収集車の火災事故の原因になりま
す。）
●リサイクル家電製品など
　　町で収集できないごみは、集積所に出さないでくだ
さい。（不法投棄で処罰されることがあります。）
お互いにルールを守り、住み良い環境づくりにご協力く
ださい。
Y役場住民生活課（千畑庁舎）　環境安全班
　10187（84）4903（内線2144）

栽培技術などをご相談ください
～美郷町ブランド品目栽培技術マイスター～

ごみの休日受け入れを開始します
 大仙美郷クリーンセンター

　大仙美郷クリーンセンターごみ処理場では、年末年始
を除く平日に限り、ごみの受け入れを実施してきました
が、６月から毎月１回休日の受け入れを開始します。
開　場　日●毎月第１日曜日（１月１日から１月３日を除く）
利用時間●午前８時30分～午後４時30分
利用料金●事業系ごみ　10㎏につき90円
　　　　　家庭系ごみ　10㎏につき65円
Y大仙美郷クリーンセンターごみ処理場
　10187（62）1749

千
畑
地
区

地区  氏　　　名 行政区 対象品目 担当営農センター
佐々木光夫 土崎北部 ほうれん草
杉澤　隆一 本堂中部 枝　豆
近美　　繁 土崎南部 トマト
深沢　　靖 中　　野 キュウリ
熊谷　一男 土崎北部 花　き
畠山　昭一 千屋中部 椎　茸
田口富二雄 細　　筑 アスパラガス
田口　梅夫 雀　　柳 ほうれん草
高橋　信幸 上　新　町 トマト
田口　勝久 雀　　柳 キュウリ
谷屋　誠市 雀　　柳 花　き
橋　義美 鶴　　水 アスパラガス
佐々木鉄雄 大　久　保 トマト
深沢　義一 四　ッ　谷 メロン
佐々木信一 下中野町 花　き
後藤喜久雄 中　　関 トマト
加藤堅之助 石　　神 ミニカリフラワー
渋谷　耕蔵 中　　関 スイカ

　町では、ブランド品目等の栽培に新
規に取り組む際に必要な技術指導や、
栽培していくうえで必要な知識等のノ
ウハウを指導する「美郷町ブランド品
目栽培技術マイスター」を右の方々に
委嘱しています。新規栽培で不安のあ
る方や、栽培技術について相談したい
園芸農家の方はお気軽にご相談くださ
い。
１．各ＪＡ営農センターか町農業振興

センター（農政課内）に連絡する
か、マイスターに直接ご相談く
ださい。

２．指導、相談はすべて無料です。

Y美郷町農業振興センター
　（役場農政課（仙南庁舎）　担い手対策班）
　10187（84）4908
　50187（83）3105

納めすぎた保険料をお返しします
60歳以降国民年金に任意加入されていた方へ

　平成17年３月以前に満額の老齢基礎年金を受給するた
めに任意加入されていた方で、満額の老齢基礎年金を受
給できる月数を超えて保険料を納付されていた方は、そ
の超えた月数の保険料をお返しします。
　詳しくは、お近くの社会保険事務所へお問い合わせく
ださい。
Y大曲社会保険事務所　10187（63）2294・2295
　役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班
　10187（84）4903（内線2145）

秋田おばこ農協
千畑支店
10187（85）4114

秋田おばこ農協
六郷支店
10187（84）0440

秋田おばこ農協
仙南支店
10187（82）1033

秋田ふるさと農協
金沢支店
10182（37）2124

六
郷
地
区

仙
南
地
区
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「美しき郷めぐり湯ったりウォーキング」と
「健康講話」参加者募集

　新緑と美しい湧き水を満喫し、後三年の役で有名な仙
南地区を歩き平安時代へタイムスリップ。温泉で疲れを
癒したあとは、気になる健康についての講話で身も心も
リフレッシュできる１日です。
期　　日●６月14日（土）
時　　間●集合：午前８時30分　名水市場湧太郎
　　　　　解散：午後３時　
コ　ー　ス●湧太郎～六郷湧水群＝（バス）＝金沢公園～湯

とぴあ雁の里温泉［昼食］＝（バス）＝仙南交流
センター［講演］＝（バス）＝湧太郎

　　　　　※ウォーキング総距離数　約６㎞
講演内容●「身体を動かしていつまでも若々しく！（仮）」
　　　　　講師：健康運動指導士　三浦敬樹氏
参　加　料●無料。温泉に入浴する方は入湯料400円がかか

ります。
持　ち　物●昼食、飲み物、タオル等
定　　員●先着50名
申込期限●５月30日（金）
申込方法●町教育委員会社会教育課スポーツ振興班へ電

話でお申し込みください。FAXでお申込の方
は、題名を「6月14日ウォーキング参加希望」
とし、住所・氏名・電話番号をご明記のうえ
お送りください。

申込・Y町教育委員会社会教育課　スポーツ振興班
　　　　10187（84）4915　50187（84）1315

美郷町老人福祉計画策定委員を募集します

　町では、高齢者福祉事業を計画的に推進するため「美郷
町老人福祉計画」を策定します。策定にあたり委員を募集
します。
応募資格●次のいずれかで平日開催の会議に出席できる

方（20年３月まで３回程度予定）
　　　　・現在高齢者福祉サービスを利用されている方
　　　　・実際に高齢者を介護されているご家族の方
募集人数●各１名
　　　　※応募者多数の場合は抽選により決定させてい

ただきます。
応募方法●福祉保健課へ電話でお申し込みください。
応募期限●５月23日（金）
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907

ガソリン保管についての注意

　ガソリンは、引火性の高い危険物
で、小さな火源（ライター等の火
花、静電気等）からも簡単に引火し
ます。
　灯油用ポリ容器にガソリンを入れ
ることは危険ですので絶対に行わな
いでください。
　ガソリンを入れる容器は、消防法
令により材質や容量が制限されてい
ます。詳しくは最寄りの消防署・分
署へお問い合わせください。
Y大曲消防署　南分署　10187（87）8119
　　　　　　　東分署　10187（88）2119

真木真昼県立自然公園
町民登山参加者募集

　真昼山の新緑のブナ林や音動岳のシラネアオイ、山頂
からの眺望を楽しみましょう。
期　　日●６月１日（日）小雨決行
時　　間●集合：午前８時赤倉登山口大鳥居
　　　　　解散：午後３時30分頃
コ　ー　ス●赤倉登山口～登山口甘露水～石台～ヤセヅル

尾根～峰越分岐（音動岳）～真昼山山頂（昼食）
参加対象●小学生以上
参　加　料●無料
持　ち　物●昼食・飲料水、帽子、雨具、着替え、タオル、
　　　　　その他各自必要とする物
申込期限●５月27日（火）
そ　の　他●登山のできる靴、服装でご参加ください。
申込●トレーニングセンターろくごう0187（84）0033
Y高橋正二　自宅　10187（85）2738 　携帯090（2790）3735

美郷町野球大会フリー部門出場チーム募集

期　　日●６月８日（日）※予備日６月22日（日）、29日（日）
会　　場●六郷野球場
参加資格●町内居住者もしくは町内企業勤務者で構成す

るチーム。参加者は他のチームと登録が重複
しないこと。

申込方法●トレーニングセンターろくごうに備え付けの
申込用紙に記入し、５月26日（月）までお申し
込みください。（FAX可　0187（84）1315）

参　加　料●１チーム7,000円
組合せ抽選会●5月28日（水）午後７時～六郷公民館
申込●トレーニングセンターろくごう　10187（84）0033
Y町野球連盟　高橋　基　1090（7931）4480

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●６月７日（土）　午前10時30分～午前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●６月14日（土）　午前10時～午前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●６月14日（土）　午後２時～午後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

人権・いじめ・困りごと相談所を開設します
～6月１日は人権擁護委員の日です～

日　時 会　　場
千畑交流センター
六郷公民館
仙南交流センター

※相談料無料（秘密は守られます。）
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班　10187（84）4903

６月１日（日）
午前10時～
　　午後３時
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裁判員制度～あなたも体験してみませんか～

日　時●５月25日（日）午後１時～４時
会　場●秋田地方裁判所横手支部
　　　　横手市城南町２-1
内　容●酒井法子さん主演の裁判員制度広報映画「審理」

の上映、裁判官との模擬評議体験
その他●席に限りがありますので、あらかじめお申し込

みください。
Y秋田地方裁判所横手支部庶務課　10182（32）4130
　秋田地方裁判所大曲支部庶務課　10187（63）2033

小学生対象のバドミントン教室のお知らせ

対　象　者●美郷町内の小学生（２年生以上）
募集人数●10名以内
期　　間●６月～翌年３月末
練習日程●日曜夜（予定）、週１回程度
場　　所●美郷総合体育館リリオス（予定）
参　加　費●体育館使用料、シャトル代として１回200～
　　　　　300円
申込方法●郵送でお申し込みください。
申込・Y〒019-1235美郷町金沢西根字釜蓋128番地
　　　　照井　1・5共通　0187（82）1707

在宅で寝たきりの方へ
出張理容補助券を交付します

　寝たきりの方の出張理容料金の一部を補助するため、
「出張理容補助券」を交付します。
対　象　者●在宅で65歳以上の寝たきりの方
　　　　※介助を要し、日中もベッド上での生活が主体の方
申請場所●居住地区の社会福祉協議会の各福祉センター
申請方法●印かんを持参し、申請書に必要事項を記入し

てください。
交付枚数●一人２枚まで（１枚3,000円の補助券です。）
申込・Y千畑福祉センター　10187（85）2294
　　　　六郷福祉センター　10187（84）0378
　　　　仙南福祉センター　10187（83）2122

特定計量器定期検査のお知らせ

　この検査は、計量法により取引及び証明に使用してい
る計量器（はかり）を対象に２年に１度実施しています。
平成18年度から検査手数料は検査時に現金で納入となっ
ていますのでご注意ください。
○各地区の開催日時、場所
　仙南地区　６月２日（月）午前10時～正午
　　　　　　仙南保健センター
　千畑地区　６月２日（月）午後１時30分～３時30分
　　　　　　千畑保健センター
　六郷地区　６月３日（火）午前10時～午後３時
　　　　　　六郷保健センター
※当日都合が悪く検査できない方は他の検査場を案内し
ますのでお早めにご連絡ください。
注意　個人で生産した農作物を、自分で計量して産地直

売所等で販売する場合も検査の対象となります。
（販売店が計量して販売する場合は、販売店の計量
器のみが対象となります。）

Y役場（六郷庁舎）商工観光交流課　交流・商工班
　10187（84）4909（内線1105）

ワンちゃんとの生活を3倍楽しく！
家庭犬のしつけ方教室

日　時●６月１日（日）午前10時～11時30分
　　　　　　　　　　　（受付９時30分～）
会　場●大仙市堀見内「健康広場」
　　　　（雨天時　屋内ゲートボール場）
参加料●無料
対　象●犬を飼っている方、犬に興味のある方
　　　　（初めて犬を飼う方におすすめです。）
内　容●犬との接し方、犬のしつけ方、飼い方、病気予

防相談（有料で狂犬病予防注射もできます。）
Y秋田県大仙保健所　10187（63）3403

  体験広場（手芸広場・歌声健康広場）のお知らせ

場所　　　　　日程など ６月９日（月） ６月23日（月） ７月14日（月） ７月28日（月）
手芸広場 歌声健康広場
午前９時30分～午後４時 午後１時30分～４時
飾り物花等 唱歌・童謡

手芸広場 歌声健康広場
午前９時30分～午後４時 午後１時30分～４時
飾り物花等 唱歌・童謡

手芸広場
午前９時30分～午後４時
飾り物花等

歌声健康広場 手芸広場
午後１時30分～４時 午前９時30分～午後４時
唱歌・童謡 飾り物花等

歌声健康広場
午後１時30分～４時
唱歌・童謡

　地域の集落会館等で、体験広場を希望する団体がありましたら、スタッフが出張しますので各福祉センターへお
問い合わせください。
申込・Y千畑福祉センター　10187（85）2294　六郷福祉センター　10187（84）0378　仙南福祉センター　10187（83）2122

飯詰コミュニティセンター
（上深井）

金沢西根コミュニティセ ンター
（今　泉）

金沢コミュニティセンター
  （新　道）

雁の里よってって
（後三年）

ロートピア仙南
 地域交流スペース

誰でも・どこ
でも自由に参
加できます。 手芸広場に一日参

加する方は、各自
おにぎりをご持参
ください。


