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次回の「広報お知らせ版」は6月15日（月）発行予定です。
「広報美郷」6月号は6月1日（月）発行予定です。

「新型インフルエンザ」の相談窓口を設置しました

　新型インフルエンザについて不安なことなどをご相談
ください。特に、新型インフルエンザ流行地域から帰国
した方や、それらの方と接触した方などで、発熱や咳と
いった症状がある場合には、医療機関を受診する前に、
必ず「発熱相談センター」にご相談ください。
　必要に応じ、指定医療機関での受診をご案内いたします。
 ※ 感染者が直接、一般の医療機関に行った場合、居合
　　わせた方に感染が拡大するおそれがあります。

【相談窓口（発熱相談センター）】
　美郷町役場 福祉保健課 健康対策班　
　　月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時
　　　電話番号：０１８７（８４）４９０７
　※緊急の場合は、休日や夜間もご相談に応じますの
　　で、上記電話番号にご連絡ください。

　大仙保健所
　　　電話番号：０１８７（６３）３４０３　
　　　相談時間：毎日　午前８時30分～午後８時
　秋田県庁 福祉保健部 健康推進課
　　　電話番号：０１８（８６０）１４２５
　　　相談時間：毎日　24時間対応

入場は無料、全
席指定、お一人
様２枚までとな
ります。

修学旅行生の受け入れ農家を募集します

　農家に泊まって田舎暮らしを体験したい修学旅行生が
やってきます。農家のみなさんの普段の生活をそのまま
子どもたちに体験させてみませんか。
《内容》　
・10月15日（木）～16日（金）の１泊。
・１戸あたり４～５人の高校生が農作業や食事づくりの
体験を行ないます。
・受け入れ農家には、食材費や体験指導料としてかかる
経費が支払われます。
・なお事前に安全、衛生に関する研修（２～３時間程度）
を受講していただきます。

《応募方法及び応募期限》
・受け入れに少しでも興味がある、また、ぜひ受け入れ
てみたい農家の皆さんは、６月３日（水）まで、役場農
政課へお申し込みください。
　後日、説明会等を行います。
Y役場（仙南庁舎）農政課　農業振興班 　10187（84）4908

美郷町職員採用試験のお知らせ
6月10日から申込受付を開始します

　美郷町では、平成22年４月以降に採用予定（一般行政職
（上級）若干名・保健師（中級）１名）の職員採用試験（第１
次）を次のとおり行います。
日　時●７月26日（日）　午前９時50分～
場　所●秋田県市町村会館（秋田市山王四丁目２番３号）
　　　　○申込受付期間　６月10日（水）～７月１日（水）
申込・Y美郷町役場（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）　50187（84）1117
※詳細は広報６月号または町ホームページ（６月１日以
降）をご覧ください。

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
６月２日（火） 六郷公民館
午前10時～午後３時 仙南交流センター

※相談は無料で、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

海上自衛隊大湊音楽隊コンサートが開催されます

　毎年恒例の「自衛隊音楽隊コン
サート」は、今年度は７度目とな
る「海上自衛隊大湊音楽隊コン
サート」として開催されます。開
催日時および入場券の発券などは
下記のとおりです。
【コンサート日時】
日　時●６月28日（日）開場／午後１時15分

開演／午後２時00分
会　場●仙南公民館ホール

　（チケット発券日時）
　日　時●６月7日（日）　午前９時
　会　場●仙南公民館　１階ロビー

Y町教育委員会社会教育課　10187（84）4915

昨年のコンサートも盛況
でした。
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不用になる公用車を売却します

売却物件 公開日時・場所
ニッサンＡＤワゴン
（小型乗用車）
初年度登録　Ｈ３.６月
車検満了日　Ｈ22.６.８
トヨタＲＡＶ４
（小型乗用車）
初年度登録　Ｈ７.６月
車検満了日　Ｈ22.６.25

日産キャラバン
（ステーションワゴン）
初年度登録　Ｈ６.５月
車検満了日　Ｈ21.５.15

売却方法●入札による売却
入札日時●５月28日（木）午前９時から
入札場所●六郷庁舎３階133会議室
そ　の　他●①売買契約締結後納付書を発行しますので、

指定日まで納入してください。
　　　　　②速やかに名義変更手続きを行っていただき、

車検証の写しを提出願います。
　　　　　③名義変更等に係る費用は、購入者に負担し

ていただきます。
　　　　　④入札書の様式については、総務課管財班
　　　　　　（10187（84）1111）まで問い合わせ願います。
引き渡し●代金納入確認後

５月21日（木）
午前９時～午後４時まで
場所：六郷庁舎裏駐車場
※事前に六郷庁舎総合
サービス課（10187（84）
4904）まで連絡ください。

５月21日（木）
午前９時～午後４時まで
場所：千畑庁舎駐車場
※事前に千畑庁舎総合
サービス課（10187（84）
4905）まで連絡ください。

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／建築年数 戸数 所在地 家賃※

安楽寺住宅
2階建（3ＤＫ）

2戸
美郷町六郷 12,800円～

／S56年 字安楽寺335 19,100円

熊野住宅
1・2階／3階

2戸
美郷町六郷 15,700円～

（3ＤＫ）／S62年 字熊野110 25,300円
（※入居者の収入により家賃が異なります。）

駐　車　場●月額１台500円
敷　　金●家賃の３ヶ月分
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158,000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●６月中旬
入居申込の受付締切●５月29日（金）
Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班 　10187（84）4910

地販地消需要状況調査事務補助員を募集します

募集内容●地販地消需要状況調査事務補助員　１名
就業場所●美郷町役場六郷庁舎
業務内容●アンケート回収及び結果集計事務等
就業時間●週５日程度（１日６時間勤務）
　　　　　（午前８時30分～午後３時15分、土日祝祭日は休み）
雇用期間●６月１日（月）～８月31日（月）まで
賃　　金●時給710円
資　格　等●パソコン操作可能な方、普通自動車免許
加入保険等●なし
申込期限●５月25日（月）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役場（六郷庁舎）商工観光交流課　交流・商工班
　10187（84）4909

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

午前９時30分 トレーニング
～11時30分 センターろくごう

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　
　期日及び会場●５月23日（土）トレーニングセンターろくごう
　　　　　　　　６月６日（土）六郷体育館
　時　間●午前９時～11時まで
　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26日（火）、６月９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

5/18（月）、21（木）、
25（月）、28（木）、
6/1（月）、4（木）、
8（月）、11（木）、15（月）
5/20（水）、27（水）、
6/3（水）、10（水）
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平成21年度　町民スポーツ大会の開催日が決まりました

大　　会　　名 開　　催　　日 会　　　　　場
美郷町民バスケットボール大会 12月13日（日） リリオス
美郷町民卓球大会 ８月30日（日） リリオス
美郷町民登山 ６月７日（日） 真昼山
美郷町野球大会
　フリー部門 ６月７日（日）、予備日14日 六郷野球場
　
行政区部門

７月５日（日）、19日（日）、 六郷野球場、社体野球場、
予備日７月26日、８月２日 百目木野球場、千畑中野球場

　年齢別部門500歳大会 ８月23日（日）、予備日30日 六郷野球場
　年齢別部門360歳大会 ９月13日（日）、予備日20日 六郷野球場
美郷町グラウンド・ゴルフ大会
　千畑地区予選会 ６月21日（日） 大台野広場グラウンド・ゴルフ場
　六郷地区予選会 ６月21日（日） あったか山グリーンパーク
　仙南地区予選会 ６月21日（日） 雁の里山本公園多目的広場
　決勝大会 ９月６日（日） 大台野広場グラウンド・ゴルフ場
美郷町民マレットゴルフ大会
　予選会 ８月16日（日） 大台野マレットゴルフ場
　決勝大会 ９月６日（日） 大台野マレットゴルフ場
美郷町民バドミントン大会 平成22年３月７日（日） リリオス
美郷町ソフトテニス大会
　屋外部門 10月11日（日） 大仙市太田テニスコート
　インドア部門 平成22年３月14日（日） リリオス
美郷町民サッカー大会
　小学生・中学生・一般部門 ７月12日（日） 大台野多目的運動広場
　女子部門 ８月30日（日） 大台野多目的運動広場
　室内部門 平成22年１月23日（土）・24日（日） リリオス
美郷町民バレーボール大会
　一般の部・8人制の部・高齢者の部

11月８日（日） リリオス、仙南体育館

美郷町ゲートボール大会 ８月３日（月） 千畑ゲートボール場
美郷町民相撲大会 ７月26日（日） 仙南中央相撲場
美郷町パークゴルフ大会 10月４日（日） 雁の里パークゴルフ場
美郷町民スキー大会 平成22年２月14日（日） 後三年スキー場

※日程および会場は変更する場合があります。詳しくは広報やお知らせ版でご案内します。
　　　　　　　　　　　　Y町教育委員会社会教育課　スポーツ振興班　10187（84）4915
　　　　　　　　　　　　　町体育協会事務局　10187（84）0033

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●６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●６月13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●６月13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）
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大曲技術専門校のスキルアップセミナー

【Excel＆Wordによるデータ・グラフ埋め込み文書作成講習】
（定員10名）

　６月９日（火）・10日水の２日間
【溶接技術検定準備講習（手溶接新規コース）】（定員５名）
　６月16日（火）・18日（水）の２日間
【溶接技術検定準備講習（半自動新規コース）】（定員５名）
　６月17日（水）・19日（金）の２日間
【Word活用術講習】（定員10名）
　６月23日（火）・24日（水）の２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

シルバー会員入会説明会を開催します

対象者●町内在住者で、60歳以上の健康で働く意欲のあ
る方

日　時●６月12日（金）午後２時
場　所●六郷老人福祉センター（清水苑）
申込・Y美郷町シルバー人材センター　 10187（84）0307

仙北平野土地改良区からのお願い

　農業用水路などは、５月上旬の代かき期から水量が増
え、流れも非常に速くなります。
　水の事故を防止するため、用排水路及び頭首工（河川を
せき止めている施設）・河川からの取水口等の危険箇所に
は近づかないようにお願いします。
Y秋田県仙北平野土地改良区　 10187（62）0180

林野火災を防ぎましょう
　　～見直そう　森の恵みと　火の始末～

　行楽シーズンに入り、山菜採りや自然散策など、数多
くの人が民有林・国有林を問わず入山する季節となりま
した。
入山の際は、
・たき火をしないこと
・たばこの吸い殻は必ず消すこと
・たばこの吸い殻を投げ捨てないこと
　山火事のほとんどは、人のちょっとした火の取扱いの
不注意で発生しています。貴重な森林を山火事から守る
ため、皆さまのご協力をよろしくお願いします。
Y秋田森林管理署　 1018（882）2311

東北電力より愛犬家の皆さまへお願い

　東北電力では、検針員がメーター（計量器）の検針にお
伺いしております。
　その際、犬に吠えられて検針ができなかったり、犬に
噛みつかれる等の災害が発生しております。
　愛犬家の皆さまには、検針作業へのご理解とあわせて
愛犬の管理にご配慮いただき、円滑な検針と災害の未然
防止にご協力をお願いいたします。
　なお、東北電力の検針員がお伺いする検針日は、地域
によって異なりますので「電気使用量のお知らせ」をご確
認ください。
Y東北電力大曲営業所お客様センター　 10120（175）466

美郷町野球大会フリー部門出場チーム募集

期　　日●６月７日（日）※予備日６月14日（日）
会　　場●六郷球場
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25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（組合せ抽選会時に徴収）
組合せ抽選会●５月27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

警察官Ａ・女性警察官Ａ募集

受　験　資　格●
【警察官Ａ】（平成21年10月採用予定）
　昭和54年４月２日以降に生まれた男性で、大学卒業又
は平成21年９月までに卒業見込みの方
【警察官ＡⅡ・女性警察官Ａ】（平成22年４月採用予定）
　昭和54年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業又は
卒業見込みの方
試験の程度●大学卒業程度
受　付　期　間●５月15日（金）～６月８日（月）
第一次試験●７月11日（土）・12日（日）
第二次試験●７月下旬及び８月上旬
最終合格発表●８月下旬
Y大仙警察署警務課 10187（63）3355
　美　郷　交　番 10187（84）2004
　美　郷　北　駐　在　所 10187（85）3110
　美　郷　南　駐　在　所 10187（82）1100

6月1日～7日は「ＨＩＶ検査普及週間」です

　６月１日から７日までのＨＩＶ検査普及週間に合わ
せ、エイズ検査（匿名可）を実施します。
実施日時●６月６日（土）午後１時～３時（予約制）
受付場所●大仙保健所１階
検査項目●ＨＩＶ抗体検査のみ
検査費用●無料
所要時間●検査開始後、１時間以内に結果をお伝えします。
Y大仙保健所 健康・予防課　 10187（63）3403

真木真昼県立自然公園
町民登山参加者募集

期　日●６月７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～峰越し分岐（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●６月３日（水）
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　 10187（84）0033
Y高橋正二　自宅　 10187（85）2738
　　　　　　携帯　 1090（2790）3735


