
広報美郷お知らせ版
平成21年4月15日号1

納期限
　　口座振替日

広報 � �  ! "
平成21年4月15日発行

発行／美郷町役場　編集／総務課　秘書広報班
〒019－1404　秋田県仙北郡美郷町六郷字上町21
10187－84－1111（代表）　50187－84－1117
美郷町ホームページ  http://www.town.misato.akita.jp
美郷町メールアドレス   info@town.misato.akita.jp

次回の「広報お知らせ版」は5月15日（金）発行予定です。
「広報美郷」5月号は5月1日（金）発行予定です。

公共施設再編計画（案）・学校再編計画（案）に関する
住民説明会を開催します

平成21年度　町税等の納期限（口座振替日）のお知らせ

　　　　 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

税目等 6月1日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日 12月28日 2月1日 3月1日

軽自動車税 全期

固定資産税
１期
一括

２期 ３期 ４期

町県民税（普通徴収）※
１期
一括

２期 ３期 ４期

国民健康保険税（普通徴収）
　 １期

一括
２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期

後期高齢者保険料（普通徴収）
　 １期

一括
２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

※10月からは、町県民税の公的年金からの天引きが始まります。詳しくは税務課へお問い合わせください。

　広報美郷４月号で、公共施設再編計画（案）と学校教育将来構想についてお知らせいたしましたが、下記日程によ
り住民説明会を開催します。会場の指定はありませんので、都合の良い会場へご参加願います。

日　　時 会　　場

　４月20日（月）　午後６時30分～ 役場千畑庁舎　３階会議室

　　　21日（火）　午後６時30分～ 仙南交流センター　２階ホール

　　　22日（水）　午後６時30分～ 湧太郎　國の譽ホール

Y役場（六郷庁舎）総務課　総務班　10187（84）1111

Y役場（千畑庁舎）税　務　課　10187（84）4902 　
　　　　〃　　　福祉保健課　10187（84）4907



2広報美郷お知らせ版
平成21年4月15日号

道路の泥等は後片づけして

　４月、５月は耕起、代掻き、田植え作業等で道路を農

耕車が通行する機会が多くなります。道路に土塊、泥等

を落とした場合は、必ず除去および清掃を徹底し、通行

者の迷惑にならないようお願いします。

Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班　10187（84）4910

家庭でのごみ焼却はやめましょう！

　ごみの野焼きや簡易焼却炉等での焼却は、煙の悪臭、
灰の飛散により周辺地域の生活環境に支障をきたすばか
りでなく、火災発生の原因にもなります。
　ごみを焼却したものは、「５年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金」が科せられる場合があります。
　家庭のごみは燃やさずに、指定された日にごみ集積所
に出しましょう。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　環境安全班　10187（84）4903

平成22年度日独スポーツ少年団同時交流の派遣者を募集します!!

　日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年及び指導者の相互交流により友好と親善を深め、国際的能力を高める
と共に、両国の青少年スポーツの発展に寄与することを目的に平成22年度に日独スポーツ少年団同時交流が美郷町
とドイツを舞台に実施されることになりました。つきましては、ドイツへの派遣者を募集いたします。
派遣予定期間●平成22年７月～８月（21泊23日）
派遣資格●［指導者については次の条件を満たす方］
　　　　　　　①日本スポーツ少年団認定育成員または認定員　②40歳ぐらいまでの平成22年度登録（予定）指導者
　　　　　［団員については次の条件を満たす方］
　　　　　　　①日本スポーツ少年団シニア・リーダー認定者または所定の活動単位の合計が20単位以上
　　　　　　　②平成22年度中に17歳から22歳の誕生日を迎える平成22年度登録（予定）者
　　　　　　　※現在は上記の条件を満たさない方でも、５月から始まる講習会等に参加する資格をとることができ

ます。詳細については４月末までに担当にお問い合わせください。
自己負担額●約20万円のうち10万円を町スポーツ少年団で補助する予定

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）

ねんきん定期便専用ダイヤル　0120（058）555
月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後8時
第２土曜日　午前9時～午後5時
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは　103（6700）1144

お問い
合わせは

こ
れ
ま
で
の
取
組 

こ
れ
か
ら
の
取
組 

～「ねんきん定期便」のお知らせ～
　現役加入者の皆さまに4月から「ねんきん
　定期便」を誕生月にお送りします

「ねんきん特別便」
　年金記録の確認・訂正のためすべての現役加
入者・年金受給者の方にお送りしました。（平成
19年12月から平成20年10月まで）
　未回答の方はご回答をお願いします。

「ねんきん定期便」　
　保険料の納付実績や年金額の見込みなどを年に
一度ご確認いただくため誕生月にお送りします。
●年金受給者の方
　「ねんきん特別便」による年金記録の確認・訂
正を引き続き進めます。また、年金記録が訂正
されてから正しい年金をお支払いするまでの期
間の短縮に努めます。
　※厚生年金受給者の方への「標準報酬のお知ら
せ」の送付を本年中に開始する予定です。

安心して妊娠･出産を迎えるために ！

　妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康管理の充実と経済的
負担を軽くし、安心して妊娠･出産をするための環境づく
りができるように、４月から妊婦健康診査の補助回数（９
回から14回に）が増え無料になります。
【４月から発行される受診票】
　□妊婦健康診査受診票 14枚
　　３月末まで交付を受けている方には、すでに追加

交付しております。
　□妊婦子宮癌検査受診票   １枚　（新たに加えられま

した）
　□妊婦歯科健康診査受診票 １枚　（今までどおり）
　＊里帰り分娩のため他県で出産される妊婦さんに

も該当します。
　　その場合は手続きが必要ですので健康対策班までご

連絡ください。

　《母子手帳交付について》
期　　日●毎週火曜日（祝祭日を除く）
場　　所●六郷保健センター
受付時間●午前９時30分～11時30分
　交付希望の方は、事前にご連絡ください。また、
本人にお聞きする内容もありますので、時間に余裕
を持っておいでください。

～妊娠がわかったら早めに母子手帳をもらいましょう～

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班
　10187（84）4907
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トレーニング
センター
ろくごう

午前9時30分
～11時30分

サークル交流会（春の院展鑑賞）を開催します

　生涯学習活動に参加している方々の情報交換の場とし
て交流会を開催します。
内　容●春の院展鑑賞、県立博物館見学
日　時●４月30日（木）、５月１日（金）
交　通●次のとおり、送迎バスが出ますので、最寄の施

設にお集まりください。
　　　　リリオス発（8：30）→六郷公民館発（8：45）→
　　　　役場千畑庁舎発（9：00）
費　用●入場料として1,000円（昼食代は別途）
定　員●両日とも各40名
申込み●教育委員会社会教育課生涯学習班へ電話でお申

し込みください。
　　　　定員になり次第締め切らせていただきます。
Y町教育委員会社会教育課　生涯学習班　0187（84）4915

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●５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●５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
　仙南地区　　図書館ボランティア「紙ひこうき」
日　　時●５月16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

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●５月９日（土）午前９時30分から２時間程度
会　場●リリオス
参加料●100円
持ち物●運動靴、水分補給飲料。動きやすい服装で参加

してください。
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）

総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
からのお知らせ

　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 時　間 会　場

午後7時～9時 六郷公民館

参加料●１回200円　
効　果●関節の可動域を広げ、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。
　ニュースポーツ教室　
期　日●４月18日（土）
時　間●午前９時～11時まで
会　場●トレーニングセンターろくごう
参加料●１回200円
種　目●ユニカール、ラージボール卓球、
　　　　バドミントンなど
　水中運動教室　
期　日●５月12日（火）
時　間●午前10時15分～11時15分まで（10時集合）
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回600円
内　容●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。
※都合により日程を変更する場合があります。
　会場がわからないなど初めて参加される方は、お気軽
にお問い合わせください。

Y美郷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

千畑・仙南地区歴史資料データベース化事務
補助員を募集します

募集内容●資料整理事務補助　４名
就業場所●郷土資料館・仙南郷土資料収蔵庫
業務内容●収蔵資料の整理作業
就業時間●週５日間（１日８時間勤務）
　　　　　（火～土午前８時30分～午後５時15分、日・月
　　　　　祝祭日は休み）
雇用期間●５月19日（火）～８月31日（月）まで
　　　　　※状況によっては期間更新の可能性もあります
賃　　金●時給710円
資　格　等●パソコン操作可能な方
加入保険等●雇用保険・社会保険加入
申込期限●５月７日（木）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
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

4/16（木）、20（月）、23（木）、
27（月）、30（木）、5/4（月）、
７（木）、11（月）、14（木）

4/22（水）、29（水）、5/6（水）、
13（水）
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五味太郎作品展「絵本の時間」

開催期間●４月25日（土）～６月28日（日）
　　　　　※会期中休館日はありません。
会　　場●秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村）
時　　間●午前９時30分～午後５時
観　覧　料●一般800円、大学生以下無料
　　　　　※５月５日（こどもの日）は無料公開日となり

ます。
【会期中のイベント】
■ワークショップ「おやこＤＥイラストレーター」
　おやこでイラストに挑戦！
　日　時●５月２日（土）・３日（日）各日とも午後１時30分～
　対象者●幼児～中学生とその保護者（中学生は一人でも可）
　材料費●一組200円
　受　付●各日午後１時から会場で先着50名まで受け付

けます。
■ギャラリーツアー「五味太郎の世界をもっとたのしもう！」
　担当学芸員が展示室をご案内します。当日、展示室に
ご集合ください。
　日　時●４月26日（日）・５月５日（火）こどもの日
　　　　　６月７日（日）
　　　　　各日とも午後２時～
Y秋田県立近代美術館　 10182（33）8855

出張！なんでも鑑定団inあきた　あなたのお宝
大募集！ 　～秋田市制120周年記念イベント

　あなたのとっておきのお宝を鑑定してもらいません
か。時代、ジャンルは問いません。これはという「お宝」
をぜひご応募ください。
応募締切●５月15日（金）必着
応募方法●所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、鑑

定品の写真を貼付し、下記の受付まで郵送ま
たは持参してください。申込書は秋田市の
ホームページからダウンロードできます。詳
しくはお問い合わせください。

受付・Y秋田市企画調整課（市役所２階）
　　　　〒010-8560　秋田市山王１丁目1-1
　　　　企画調整課　 1018（866）2032

　観覧者を募集します！　

開催日（予定）●７月20日（月）海の日
場　所（予定）●アルヴェ２階多目的ホール
時　間（予定）●開場：正午　開演：午後１時
応募方法●
　観覧ご希望の方は、往復ハガキに必要事項を記入のう
え、ご応募ください。応募者多数の場合は抽選となりま
す。当日席もご用意しますが、当選ハガキご持参の方の
ご入場を優先します。
〔ハガキの記入事項〕
　往信表面　〒010-8506　秋田市東通仲町4-1
　　　　　　秋田市民交流プラザ管理室
　往信裏面　題名を「出張鑑定団観覧希望」とし、　　　

応募者の住所・氏名・電話番号・入場希望
者数を記入のこと。

　返信表面　応募者の住所・氏名・郵便番号
　返信裏面　入場希望者数
応募締切日●６月19日（金）当日消印有効
抽選結果発表●７月上旬

大曲技術専門校のスキルアップセミナー

【第２種電気工事士筆記試験準備講習】（定員10名）
　５月12～13日・19～20日の４日間
【イチから学ぶIllustrator講習】（定員10名）
　５月14～15日の２日間
【技能検定（家具検定）対応木工継手加工技術講習】（定員３名）
　５月20日・６月17～18日の３日間
時　　間●午前９時～午後４時
会　　場●大曲技術専門校
受講資格●現在お勤めしている方
受　講　料●無料（テキスト代は別途）
申込・Y大曲技術専門校　 10187（62）6321

社会福祉法人六郷仙南福祉会正職員募集

　５月から採用の看護職員の採用試験を次のとおり行い
ます。
募集人員●看護職員（正職員）１名
受験資格●変則勤務可能な方（夜勤なし）
必要資格●看護師か准看護師資格
勤務場所●ロートピア仙南
　　　　　　美郷町金沢西根字上糠渕3-2
試験方法●作文・試験
申込期限●４月23日（木）
試　験　日●４月24日（金）
応募方法●申込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
Yロートピア仙南（担当：清水）　10187（87）8010

高齢者安全安心アドバイザーが訪問します

　４月から高齢者安全安心アドバイザーが、お年寄りを
交通事故から守るため、また、振り込め詐欺の被害に遭
わないようにするために、高齢者の家庭を訪問します。
交通安全について話をしたり、振り込め詐欺について話
をしたりしますので、皆さまの家庭を訪問した際には、
よろしくご協力をお願いします。
Y大仙警察署交通課　 10187（63）3355


