◆第3回横手マンドリンクラブ演奏会を開催
します
なつかしい曲など、たくさん演奏しますので、お気軽
にご来場ください。
日 時●10月17日
（土） 午後６時30分開演
会 場●湧太郎 國之譽ホール
入 場●無料
主 催●六郷美入野会
Y畠山 正 1090
（3121）
9224

◆美郷町Ｉターン・Ｕターンの交流の集い
〜外から見た秋田、
内側から見た秋田〜
美郷町では昨年の秋以降、Ｉターン・Ｕターンの方た
ちが集って交流を重ねてきました。その中で秋田の魅力
を語り合い、また秋田の活性化を語り合ってきました。
今後は全県的なネットワーク化を実現したいと考えて
います。
今回の
「交流の集い」
をその出発点にしたいと思ってい
ます。Ｉターン・Ｕターンの方はもとより、この主旨に
関心のある方ならどなたでも参加できます。お気軽にご
参加ください。
日時●10月22日
（木） 午後６時30分〜
会場●名水市場湧太郎 國之誉ホール
内容●第1部 講話
「Ｉターン・Ｕターン交流への期待」
講師 秋田変身力会議会長 荒谷 紘毅氏
第2部 講師を囲んでの交流会
（参加費3,000円）
※交流会のみ事前申込みが必要です。
主催●美郷町「Ｉターン・Ｕターンの交流の集い」実行委員会
申込・Y事務局 戸澤 1090
（4516）
5423
湧太郎内 やま丁 10187
（73）
8265

◆第18回農業科学館フォトコンクールの作品を募集します
募集期間●10月21日
（水）
〜平成22年１月31日
（日）
※必着
題
材●四季折々の農山村などの農作業風景、農山村
の中での暮らしぶりや祭り、伝統民俗行事、
その他農業、林業等に関するもの
サ イ ズ●カラープリントおよび白黒プリントで、２L
判からワイド四つ切りまでとします。
（パノ
ラマ不可）
そ の 他●未発表の自作品で、平成21年１月１日以降に撮
影したもので、一人２点まで応募できます。
応募方法など、
詳しくはお問い合わせください。
Y秋田県立農業科学館 10187
（68）
2300

◆第5回町民バレーボール大会の参加者を募集します
日
会

時●11月８日
（日）
午前９時〜
場●総合体育館リリオス・仙南体育館
（開会式はリリオスで午前９時〜）
内
容●・８人制バレーボール大会
（町民で女性のみ）
・高齢者バレーボール大会（町民で55歳以上の男女）
・男女混合６人制バレーボール大会
（町民で女子２人以上入ること）
組合抽選●大会当日に行います。代表者は午前８時30分
まで集合してください。
申込方法●10月30日
（金）
まで、申込用紙をトレーニング
センターろくごうに提出してください。
用紙はトレーニングセンターろくごう・リリ
オス・仙南体育館に用意しています。
Y町バレーボール協会 大坂 1090
（8423）
1206

◆法務局なんでも相談所を開催します

登記、戸籍、国籍、供託、人権擁護について、当局の
職員や法律の専門家である弁護士、公証人等が問題解決
◆秋田県マレットゴルフ協会交流美郷町大会の のアドバイスを行います。
日 時●10月13日
（火）
〜16日
（金） 午後４時〜７時
参加者を募集します
会
場●秋田地方法務局１階食堂
日
時●10月11日
（日）
午前９時
内 容●面接相談および電話相談を行います。予約は必
会
場●大台野広場マレットゴルフ場
要ありません。電話相談をご希望の方は受付電
参加資格●美郷町民でマレット愛好者。
初心者も大歓迎。
話
（1018
（862）
1428）
におかけください。
試合方法●個人対抗戦
その他●相談料は無料で、秘密は厳守します。
参 加 料●1,000円
（弁当有り）
Y秋田地方法務局総務課 1018
（862）
6531
申込期限●10月５日
（月）
申 込 先●大台野広場管理棟 10187
（85）
3131
◆困りごと相談に応じます
そ の 他●第21回河北杯マレットゴルフ大会参加者、
登記・税金・年金・保険・高齢者介護・道路など様々
募集中。詳しくは、下記事務局まで。
な困りごとの相談に応じます。
Y町マレットゴルフ協会
日 時●10月16日
（金） 午前10時30分〜午後３時30分
会 長 高橋光志 10187
（85）
3099
会 場●大仙市大曲交流センター
事務局 武藤修孝 10187
（84）
2521
Y秋田行政評価事務所 1018
（824）
1426
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◆家族介護者交流会を開催します
期
日

◆住む町の 明日を見つめて 土地利用
10月は
「土地月間」
、
10月1日は
「土地の日」
です

日●10月18日
（日）
程●８：50 仙南福祉センター 出発
９：00 六郷庁舎 出発
９：10 六郷福祉センター 出発
９：20 ふれあいセンター 出発
９：30 千畑福祉センター 出発
10：00 たざわこ芸術村 到着
10：00〜11：00 研修
（在宅介護）
11：00〜14：00 昼食および交流会
14：00〜15：40 観劇見学
15：50頃 たざわこ芸術村 出発
（介護度4・5）
の方を介護して
対 象 者●在宅で要介護者
いる家族介護者
参 加 料●無料
（お気軽にご参加ください。）
申込方法●10月14日
（水）
まで下記へ電話でお申込みくだ
さい。
申込・Y美郷町社会福祉協議会 10187
（85）
2294

◆華山庄子
「ふるさとコンサート」
を開催します
日

Y役場
（六郷庁舎）
企画財政課
10187
（84）
4901

◆10月は
「骨髄バンク推進月間」
です
〜あなたの善意が命を救う〜
＜大仙保健所の
「骨髄バンク登録窓口」
のお知らせ＞
日 時●毎月第１木曜日 午前９時〜10時30分
第３木曜日 午前10時30分〜12時
会 場●大仙保健所
登録希望の方は、事前に予約が必要です。
Y大仙保健所 健康・予防班 10187
（63）
3403

◆不正軽油一掃作戦実施中！
！
10月は、
「不正軽油一掃強化月間」
です。ガソリンスタ
ンドや道路走行中の車両、工事現場での建設機械などを
対象に、燃料の抜取調査を行いますので、県民の皆さま
のご理解とご協力をお願いします。
また、不正軽油等の情報がありましたら、ご連絡をお
願いします。
不正軽油110番 フリーダイヤル 0120−9−100−10
Y県平鹿地域振興局県税部 10182
（32）
0590

◆第5回 紅葉と寺巡りと食事会
〜自然の中で心を開き、
鐘の音に感動する一日。
今回は食事会もお楽しみください〜
「寺巡り」
も回を重ねるごとに評判をいただき、美郷町
の観光資源として注目されています。今回は地元食材で
創作料理弁当をご用意しました。紅葉も合わせてお楽し
みください。
日
時●10月23日
（金） 午前９時受付
午前９時30分スタート
名水市場
「湧太郎」
に集合してください。
参 加 費●3,000円
（食事代、参加料含む）
巡るお寺●善応寺、広照寺、円福寺、台蓮寺、
※変更となる場合もあります。
楽宝寺
（食事場所）
そ の 他●法話も用意しています。
申込方法●予約制。先着50名まで。10月19日（月）まで下記へ
お申込みください。ＦＡＸもご利用ください。
Y美郷町観光情報センター 10187（84）
0110 50187
（84）
3553

1日駅長にバリトン伊藤さんを迎え開催！
◆09:30〜 オープニング／バリトン伊藤・1日駅長任命式
道
◆10:00〜 輝く！カラオケ大会
（※出場受付は終了しました）
の
駅
司会：バリトン伊藤／審査員：ミス清水 ほかの皆さん
開
◆14:00〜 おコメの山くずし大会／当日参加OK！13:30まで集合！
業
５
◆旬な野菜がもらえる
「野菜の重さ当てクイズ」
もあります。

バ
リ
ト
ン
伊
藤
さ
ん

10月4日（日曜日）9:30〜16:00
「道の駅」雁の里せんなんイベント広場
道の駅

37 広報美郷

時●10月18日
（日）開場：午後６時30分
開演：午後７時
会
場●仙南公民館
（旧千畑町出身）
、内柴由香、堀江秀
出 演 者●華山庄子
一、四條智恵
曲
目●里の秋、雨降りお月さん、砂山、精巧な人形
の家ほか
（全席自由席）
、小中高校生無料
入 場 料●大人1,000円
入 場 券●当日会場でお求め願います。
後
援●美郷町、美郷町教育委員会
皆さまのご来場をお待ちしております。
Y田口 10187
（85）
2838

雁の里せんなん TEl:0182-37-3000／仙北郡美郷町金沢字下舘124
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