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次回の「広報お知らせ版」は11月14日（金）発行予定です。
「広報美郷」11月号は10月31日（金）発行予定です。

美郷町『町の日』記念式典を開催します

日　時●10月25日（土）午前10時～11時50分（終了予定）
会　場●仙南公民館

　式　典　　午前10時～

式次第　　　　　　　
1.開式
2.町民歌斉唱
3.町長式辞
4.町議会議長あいさつ
5.功労者・功績者表彰
6.来賓祝辞
7.受賞者謝辞

8.閉式

　記　念　講　演　　式典終了後～

演 題　『ピンチがチャンス』
　　　～苦境の時こそ新たな展開の好機～

講 師　首都圏秋田県人会連合会会長
けむりやま つとむ

　　　 　　　　前東京都文京区長　
煙山　力　氏

どなたでもご参加できますので、たくさんのご出席をお待ちしております。
Y役場（六郷庁舎）総務課秘書広報班　10187（84）1111

〔略歴〕　昭和13年 美郷町（千畑町）千屋生まれ
　　　　昭和35年 東北大学教育学部中退
　　　　昭和50年 東京都文京区議会議員
　　　　昭和60年 東京都文京区議会議長
　　　　平成11年 東京都文京区長

メッセージをいただきました。

　ふるさとの山　　　　　　　　　　　　　煙　山　　力　　

　郷里を離れてはや半世紀。いつも旧盆頃に帰省するのだが、迎えの妹夫婦と
の方言での会話。車が進み真昼岳が目に入る。あゝ帰ってきたと実感する。
　中学時代の同級生が急遽同級会を催して、懐かしい田舎料理で話に花が咲
く。わずか二～三日で、疲れが癒える。
　この山、このあふれるほどの自然、忘れ得ない人々が私を育ててくれた。遙
かな時を隔てても、変わりなく受け容れてくれる。心のふるさとをこれからも
大事にしていきたい。
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町長選挙及び町議会議員補欠選挙に関するお知らせ

１．日程について
　　　告示日　　11月４日（火）
　　　投票日　　11月９日（日）　　　投票時間　　午前７時から午後６時まで

２．投票できる方

　・昭和63年11月10日以前に生まれた方　　
　・平成20年８月３日以前から、美郷町に住所を有している方
　　投票には、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

３．投票日当日の投票所に関するお知らせ

　投票所が変更になる行政区がありますので、今一度ご確認のうえお間違えのないようにお願いします。以下、
変更となる地区のみお知らせします。

地区等の名称 旧投票所 新投票所 備考

仙南公民館投票所 仙南公民館
役場仙南庁舎

旧披行政区 飯詰コミュニティセンター

旧熊堂、旧小町田行政区 後三年コミュニティセンター 金沢西根コミュニティセンター

都野行政区 飯詰コミュニティセンター わくわく児童クラブ （六郷小学校向かい）

４．期日前投票について

　　日　　　　時　11月５日（水）から ８日（土）まで　午前８時30分から午後８時まで
　　期日前投票所　美郷町役場　六郷庁舎・千畑庁舎・仙南庁舎
　　　　　　　　　各庁舎１階　町民ホール
　　　　　　　　　　選挙の当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの方は、期日前投票をすることが

できます。入場券裏面の「宣誓書」に氏名、住所、理由等をあらかじめ記入し、その入場券を
持って期日前投票所におこしください。

５．不在者投票の請求はお早めに

　出稼ぎなどで他の市町村に滞在されている方、またはそのような見込みのある方は、滞在地において不在者投
票ができます。請求用紙は美郷町役場各庁舎総合サービス課にありますので、滞在先の住所を持参のうえ、お早
めにお手続きください。
　また、病院や施設等に入院または入所されている方は、その病院や施設等で不在者投票ができる場合がありま
すので、まずはその病院等にお問い合わせください。

　Y町選挙管理委員会・町明るい選挙推進協議会事務局（役場六郷庁舎内）
10187（84）1111（内線1306）

期日前投票が
できる人

国民健康保険税の納付について

　国保制度の改正により、10月から、国保に加入してい

る方全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主

の方の年金からのお支払に替わっています。

　なお、申し出により、口座振替に切り替えることもで

きます。

　詳しいことは、税務課課税班にお問い合わせください。

Y役場（千畑庁舎）税務課　課税班　10187（84）4902 （内線2107）

美郷の子どもの安全を考えましょう
子ども安全集会を開きます

日　時●10月27日（月）　午後２時～
会　場●ふれあいセンター
内　容●・子どもの安全対策について（大仙警察署より）
　　　　・不審者情報について（県教育庁保健体育課より）
　　　　・講話とマジックショー（町教育アドバイザーより）
その他●子ども見守り隊ボランティアのほか、どなたで

も参加できます。お気軽にご参加ください。
Y町教育委員会（千畑庁舎）学務課　学務班
　10187（84）4914（内線2205）
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バドミントン日本リーグ（1部リーグ）2008
大会のお知らせ

　昨年秋田わか杉国体のバドミントン競技会を開催した
記念に、美郷町でバドミントン日本リーグ（1部リーグ）
2008大会の試合が次のとおり開催されます。会場で一流
選手の技とスピードをぜひご覧ください。
期　日●11月30日（日）
会　場●美郷総合体育館リリオス
対戦チーム●
　【男子】トナミ運輸（富山）　―　日立情報通信エンジニア

リング（神奈川）
　【女子】ＮＴＴ東日本（東京）　―　北都銀行（秋田）
※入場無料、どなたでも観戦できます。
Y町教育委員会社会教育課　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●11月15日（土）午前９時から２時間程度
会　場●千畑体育館
参加料●無料
その他●動きやすい服装で、水分補給飲料と運動靴をご

持参ください。
Y町教育委員会社会教育課　スポーツ振興班　
　10187（84）4915（内線1426）

町営住宅の入居者を募集します
募集する住宅●
住宅名 構造 建築年度 戸数 所在地

塚Ⅱ住宅
木造平屋建 1戸
木造２階建

平成20年
3戸

美郷町畑屋字街道東219-1

家　　賃●塚Ⅱ住宅　　木造平屋建　　28,000円から46,300円
　　　　　塚Ⅱ住宅　　木造２階建　　29,700円から49,200円
　　　　　 　　（入居者の収入により家賃が異なります。）
敷　　金●家賃の３ヶ月分
駐　車　場●月額１台500円
入居資格●・住宅に困窮していることが明らかな方。
　　　　　・同居する親族がいる方。（入居から３ヶ月以内に婚姻する方も可能です。）
　　　　　・国税・地方税・公共料金等を滞納していない方。
　　　　　・入居者全員の所得（昨年度）の合計額から、申込者以外の人数×38万円を控除し12で割った額が20万円以

下の方。
　　　　　・入居が決まったときに、町内在住の方に連帯保証人（１人）を依頼できる方。
　　　　　・美郷町外の方も入居できます。
申込方法●建設課・各庁舎総合サービス課にあります入居申請書に記入し、必要書類（住民票・所得証明書・納税証

明書）を添付して建設課（仙南庁舎２階）に提出してください。
入居時期●12月上旬
入居申込の受付締切●10月31日（金）
選考方法●選考については、困窮事情・状況に応じて書類選考の上、抽選により行います。

1役場（仙南庁舎）建設課管理班　10187（84）4910内線3223

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。事前の申し込みは必要ありませ
ん。ぜひご参加ください。

　ストレッチ教室　
期　日●10月20日（月）、23日（木）、27日（月）、30日（木）、

11月６日（木）、８日（土）、10日（月）、13日（木）
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
　　　　（11/8のみ六郷体育館）
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●10月28日（火）、11月4日（火）、11月11日（火）
時　間●午前10時15分～11時15分まで
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回500円（入場料込）
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。

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）
　10187（84）4915（内線1426）
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健康講話を開催します

日　時●10月22日（水）午後１時30分
場　所●ロートピア緑泉ホール
対象者●町内在住の65歳以上の方々
内　容●講演「健やかに生き抜くために」
　　　　講師：栗林外科医院 栗林明弘院長
　　　　講演のほか体操指導もあります。皆さんのご参
　　　　加をお待ちしています。
参加料●無料

Y在宅介護支援センター緑泉　10187（84）2284

労災年金受給者無料巡回相談指導会

日　時●10月24日（金）午前10時～午後３時
会　場●仙南公民館
Y（財）労災年金福祉協会　秋田労災年金相談所

　1018（832）1713

お出でください～後三年鴻声の里「鴻声祭」

日　時●10月26日（日）午前10時15分～
内　容●午前の部－利用者、職員による歌と演奏（共演：

せせらぎ・雁の里コーラス）、利用者、職員に
よるバラエティ

　　　　午後の部－招待演芸（津軽三味線、全国大会優勝
下山昭義御一行）

　　　　上記のほか、農産物の販売、模擬店など盛りだ
くさん！

Y後三年鴻声の里　10187（83）2035

第2回「紅葉・六郷のお寺めぐり」を開催します

日　時●11月２日（日）午前10時～午後１時
　　　　（受付　午前９時30分～名水市場湧太郎）
参加料●400円（おみやげ付）
※７月の第１回とは違い、今回は「寺と清水」コースとし
ました。

Y町観光協会　10187（84）0110

募集中！「秋田え～どご100」
 ～みんなに自慢したい、とっておきの景観～

　あなたが「みんなに見せたい！自慢したい！何度見ても
飽きない！秋田の景観」をご応募ください。平成18年以降
に撮影したもので、応募資格に制限はありません。募集
期間は平成21年１月９日（金）までです。詳しくは県の
ホームページをご覧ください。
　　URL　　http://www.pref.akita.lg.jp

Y県都市計画課「秋田え～どご100」事務局　1018（860）2442

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●11月１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●11月８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●11月15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

ハクチョウやカモなど渡り鳥への餌付けは
自粛しましょう！！

　今年４月、十和田湖畔で発見されたハクチョウの死が
いから、強い毒性の鳥インフルエンザウイルスが検出さ
れました。
　川や沼などでの渡り鳥の餌付けは、野鳥間の感染を拡
大させる恐れがあります。
　また、水辺などで靴底等についた野鳥のフンも感染を
広げる原因になりますので、ハクチョウやカモなどへの
餌付の自粛にご協力ください。
　通常、鳥インフルエンザウイルスは野鳥から人に感染
する危険性はきわめて少ないですが、念のため、渡り鳥
には近寄ったり素手で触らないようにしてください。
Y県仙北地域振興局農林部　森づくり推進課 10187（63）6113
　役場（千畑庁舎）住民生活課 10187（84）4903
　役場（六郷庁舎）商工観光交流課 10187（84）4909
　役場（仙南庁舎）農政課 10187（84）4908

森林ボランティアの活動を支援します

　秋田県では、県民の皆さんから納めていただいている
「秋田県水と緑の森づくり税」を活用して、平成21年度に
森林環境学習や森林ボランティア活動を行う団体を募集
しています。（10月末日まで）
　ご希望の団体は、役場（仙南庁舎）農政課農政班
（10187-84-4908）か県仙北地域振興局農林部森づくり
推進課（10187-63-2461）までお問い合わせください。
　なお、対象となる活動や経費などの詳細については、
県のホームページをご覧ください。
　　URL　　http://www.pref.akita.lg.jp

自衛官募集

【２等陸・海・空士（男）】
申込期限●10月31日（金）　　試験日●11月９日（日）
受験資格●18歳以上27歳未満の者
【自衛隊説明会】
　毎週土曜日、自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
で行っています。
Y自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
　10187（63）1313


