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次回の「広報お知らせ版」は8月14日（金）発行予定です。
「広報美郷」8月号は7月31日（金）発行予定です。

町議会議員一般選挙に関するお知らせ
　町広報７月号にも掲載しておりますが、再度お知らせ
します。
　９月13日執行の町議会議員一般選挙における立候補予
定者説明会を次のとおり開催します。
　当日は、説明資料のほか立候補届出書類などを配付し
ますので、ぜひご出席ください。

　　日　時　7月30日（木）午前10時～
　　会　場　六郷公民館　2階　大ホール
Y町選挙管理委員会事務局（役場六郷庁舎内）
　10187（84）1111（内線1306）

犬の飼い主のみなさんへ

●愛犬が散歩時にしたフンをそのまま放置すると、周囲
に大変な迷惑をかけてしまいます。飼い犬がしたフン
は、飼い主の方が後始末するのが当然のマナーです。
散歩させるときには、必ずフンを後始末する道具を用
意し、飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。
●飼い犬に動物病院で狂犬病予防注射を受けさせていて
も、町で発行する「注射済票」の交付を受けていない場
合は、狂犬病予防法に規定する手続きが終了したこと
になりません。まだ済んでいない方は、獣医師発行の
注射済証（証明書）を最寄りの役場庁舎総合サービス課
または住民生活課窓口に提示して、注射済票の交付を
受けてください。（交付手数料は550円です。）

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　環境安全班　10187（84）4903

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方へ
高齢受給者証が更新されます

　70歳以上75歳未満の方には、所得などに応じて自己負
担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付
されます。
　自己負担割合は原則として、毎年８月１日から翌年７
月31日を一年として判定し更新されます。（世帯構成や所
得の申告内容が変わった時は変更となる場合があります。）
　平成21年８月１日から使用する高齢受給者証は、７月
下旬に郵送します。内容を確認し、医療機関を受診する
時は、被保険者証と一緒に提示するようお願いします。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課医療保険班　10187（84）4907

美郷のまちづくり町民アンケートにご協力
ください

　企画財政課では、町内在住の方1,000人を対象にアン
ケート調査をおこなっております。提出期限は７月15日
（水）となっていますが、まだご回答されていない方は、
お早めにご記入のうえ、ご投函くださいますようお願い
します。
Y役場（六郷庁舎）企画財政課　10187（84）4901

清水まつり　清水と森の里－美郷町六郷
～飛び散る水しぶき　熱い鼓動が響きわたる～

□８月１日（土）樽みこし練り廻り
　琴平神社（午後１時30分出発）～湧太郎（午後２時頃）～
六郷庁舎（午後３時30分頃）～諏訪神社（午後４時到着予定）
　○午後２時より　名水市場湧太郎にて
　　六郷東根小学校太鼓演奏、六郷高校吹奏楽演奏、　
　　六郷高校福祉科生徒踊り。
　○午後３時30分より　六郷庁舎前にて
　　仙南菖蒲太鼓演奏、本館地元盆踊り披露。
主催●美郷町観光協会
Y美郷町観光情報センター　10187（84）0110

新型インフルエンザ対策
県発熱相談センターの開設曜日・相談時間の変更のお知らせ

　町の発熱相談センターの開設曜日・相談時間の変更に
ついては、広報美郷７月号でお知らせしましたが、県に
おいても７月５日から下記のとおり変更となりました。
　■美郷町役場（福祉保健課）  10187（84）4907
　　相談時間：月曜日～金曜日　午前8時30分～午後5時まで
　　※緊急の場合は休日、夜間（時間外）も相談に応じますので
　　　ご連絡ください。

　■大仙保健所 10187（63）3403
　■秋田県庁福祉保健部健康推進課 1018（860）1425
　　相談時間：月曜日～土曜日　午前8時30分～午後5時15分まで
　　※祝日、日曜日は実施していません

おかけ間違いのないようご注意ください。
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午前10時
▼

午後3時

巡回教育相談のお知らせ

　県では、発達や行動などが気になるお子さんのための
巡回教育相談を次のとおり行います。お気軽にご相談く
ださい。

開催日 時間 会　場

7月29日（水）・30日（木） 横手市さかえ館

8月19日（水） 仙北市角館交流センター

8月20日（木）・21日（金） 大仙市大曲交流センター

相談担当者●医療関係者、児童福祉司ほか
申込方法●町教育委員会学務課まで電話にてお申し込

みください。
申込期限●横手市会場：７月22日（水）
　　　　　　仙北市・大仙市会場：８月1２日（水）
申込・Y町教育委員会（千畑庁舎）学務課
　　　　10187（84）4914

平成21年全国消費実態調査

　総務省統計局では、都道府県・市区町村を通じて、９
月～11月までの３ヶ月間「平成21年全国消費実態調査」を
実施します。
　調査地域の世帯の確認のため、７月中旬以降、調査員
が訪問しますので、ご協力をお願いいたします。（調査員
は調査員証を携帯しています。）
　なお、統計調査により集められた個人情報は統計法に
より守られます。

総務省統計局・秋田県・美郷町

Y役場（六郷庁舎）企画財政課　情報統計班　10187（84）4901

事業主のみなさまへ

　来春の高卒者を対象とした学卒求人の受付が６月20日
より開始されています。
　企業の将来を担う優秀な人材の確保と地元定着による
活力あるふるさとづくりのため、採用枠の拡大と学卒求
人の早期提出をお願いします。
　また、応募者の適性と能力のみを基準とした公正な採
用選考をお願いします。
Yハローワーク大曲　10187（63）0335

冬期の臨時除雪運転員を募集します

募集内容●臨時除雪運転員　　２名
業務内容●美郷町内の除排雪業務他、道路維持業務全般
就業時間●1）除雪作業の必要がある場合
　　　　　　　→　出動時間～８時間
　　　　　2）除雪作業の必要が無い場合
　　　　　　　→　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　週５日間（１日あたり８時間）土日祝日は休み
雇用期間●11月中旬～翌年４月中旬まで
　　　　　　（シーズンの降雪状況により変更あり）
賃　　金●時給1,200円
手　当　等●早朝除雪作業があった場合は、１回につき
　　　　　1,000円加算
資　格　等●下記資格等を有する方
　　　　　1）公道の除雪作業に必要な運転免許等
　　　　　　大型特殊運転免許、車両系建設運転技能講

習修了証
　　　　　2）公道の除雪作業経験が２シーズン以上の方
　　　　　3）最低３シーズン以上従事できる方
　　　　　4）公課等の未納のない方
申込期限●７月31日（金）
応募方法●申込はすべて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

認知症サポーター養成講座のご案内

日　　時●７月30日（木）午前10時～11時30分
会　　場●美郷町仙南公民館　ホール
対　　象●どなたでも結構です
講　　演●「認知症を知ろう！～認知症の人を地域で支え
　　　　　ていくために～」
申込方法●７月24日（金）まで電話又はＦＡＸで美郷町地

域包括支援センター（福祉保健課内）へお願い
します。

　　　　　（お名前、ご住所、性別、年齢をお知らせください。）
申込・Y美郷町地域包括支援センター
　　　　10187（84）4907　50187（85）2107

【認知症相談コーナー】　
　当日、認知症介護専門職の無料相談コーナーを設けま
すので、日ごろ聞きたいことや心配事のある方は、お気
軽にご相談ください。

納涼歴史講演会を開きます

日　　時●７月25日（土）午後４時30分～
会　　場●名水市場「湧太郎」國之譽ホール
演　　題●佐竹資料館特別展「藩祖義宣とその時代」に
　　　　　よせて
講　　師●日野　久　氏（前佐竹資料館長）
参　加　料●無料
申込期限●７月23日（木）
申込・Y六郷公民館　10187（84）2311

美郷町水環境学習会の参加者を募集します

日　　時●８月６日（木）午前９時～正午
集合場所●役場六郷庁舎前
内　　容●農業用水利施設等の見学
見学場所●①町内湧水群　②町内の農業用ため池
　　　　　③関田頭首工・関田円型分水工など
対　象　者●町内の親子60名（一般の方含む）
参　加　料●無料
申込期限●７月31日（金）
申込方法●下記まで、電話でお申込みください。
申込・Y美郷町土地改良区連絡協議会事務局
　　　　秋田県仙南土地改良区　10187（83）2379
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手づくり絵本教室を開きます

　楽しい「しかけ絵本」の仕組みがわかり、誰でも簡単に
つくることができます。自分だけの絵本づくりにぜひご
参加ください。
期　　　日 時　　　間 会　　　場
８月１日（土） ９:30～12:00 仙南交流センター
８月２日（日） ９:30～12:00 学　友　館
対　　象●小学生以下（低学年以下は保護者の付き添いを

お願いします）
参　加　料●無料
申込方法●７月30日（木）まで参加したい会場へお申し込

みください。
※お住まいの地区に関わらず、どちらの会場でも参加で
きます。使用する道具、材料はすべて会場に用意して
あります。各会場とも定員30人（先着順）です。

Y学　友　館　10187（84）4040
　仙南公民館　10187（83）2280

芸能発表会のご案内　

　美郷町芸文協千畑支部加盟22グループによる「芸能発
表」を開催します。
　歌あり踊りありで楽しいひとときをお過ごしください。
日　時●７月26日（日）午前10時～午後２時
会　場●美郷町千畑体育館
入場料●無料
主　催●美郷町芸文協千畑支部
Y千畑交流センター　10187（85）2593

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●８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●８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
○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

町野球大会年齢別部門500歳野球大会
参加チーム募集

日　　時●８月23日（日）午前８時～　※予備日８月30日（日）
会　　場●六郷野球場
参加資格●町民で、昭和35年４月１日以前生まれの方（数

え年50歳以上）。ユニフォーム着用厳守（色は
問わないが背番号の違うもの）。

参　加　料●7,000円
申込期限●８月２日（日）
組合せ抽選会●８月５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（備え付けの申

込用紙にて）　10187（84）0033　50187（84）1315
Y町野球連盟　高橋　基　1090（7931）4480

出川釣り大会のお知らせ

日　時●８月２日（日）　受付　午前７時～
　　　　　　　　　　　開始　午前８時～
場　所●厨川橋に集合
参加料●中学生以下　無料
　　　　高校生以上　1,000円
Y横手川漁業協同組合仙南支部　小林　10187（83）2087

7月～8月のスポーツ教室のお知らせ

日にち 曜日 教　　室　　名 料金

7月15日 水 ストレッチ（六郷公民館19：00～21：00） 200円

7月16日 木 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

7月18日 土 ニュースポーツ（千畑体育館9：30～11：30） 100円

7月20日 月 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

7月22日 水 ストレッチ（六郷公民館19：00～21：00） 200円

7月23日 木 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

7月25日 土 ニュースポーツ（六郷体育館9：30～11：30） 200円

7月27日 月 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

7月28日 火 水中運動（サン・スポーツランド千畑10:15～11:15）600円

7月29日 水 ストレッチ（六郷公民館19：00～21：00） 200円

7月30日 木 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

8月１日 土 ニュースポーツ（六郷体育館9：30～11：30） 200円

8月３日 月 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

8月５日 水 ストレッチ（六郷公民館19：00～21：00） 200円

8月６日 木 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

8月８日 土 ニュースポーツ（トレセン9：30～11：30） 200円

8月10日 月 ストレッチ（トレセン9：30～11：30） 200円

8月11日 火 水中運動（サン・スポーツランド千畑10:15～11:15）600円

8月12日 水 ストレッチ（六郷公民館19：00～21：00） 200円

※ニュースポーツは、ユニカール・ラージボール卓球・バドミントンなど

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
　または　町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　10187（84）4915

「全国訪問おはなし隊」がやってきます

　たくさんの絵本を楽しいキャラバンカーに載せて全国
各地を訪問する「全国訪問おはなし隊」が美郷町にやって
きます。絵本の読み聞かせ会やキャラバンカー内の本の
自由閲覧など、楽しい本との出会いが待っています。ぜ
ひ会場へお越しください。
期　日●７月25日（土）
時　間●午前10時～11時30分
　　　　（午前９時30分から受付開始）
会　場●千畑交流センター
Y千畑交流センター　10187（85）2593
　学　　　友　　　館　10187（84）4040
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第8回進む少子高齢社会を考える みんなの集い
日　時●７月28日（火）午後１時15分～４時30分
会　場●仙南公民館
内　容●第１部 体験発表（千屋小学校・仙南西小学校）
　　　　第２部 奉仕活動報告（六郷高校福祉科）
　　　　第３部 グループ討議（みんなで「子育て」をテー

マに行います。）
その他●どなたでも参加できます。（入場無料）
Y（社）秋田県高齢者福祉支援協会　仙北地域支部
　 10187（63）2557

手芸広場・歌声健康広場のお知らせ
　誰でも、どこでも自由に参加できます。
●金沢西根コミュニティセンター（今泉）
　手芸広場：８月３日（月）午前9時30分～午後3時
●ロートピア仙南 地域交流スペース
　歌声健康広場：８月３日（月）午後1時30分～3時
●飯詰コミュニティセンター（上深井）
　手芸広場：８月24日（月）午前9時30分～午後3時
●金沢コミュニティセンター（新道）
　手芸広場：９月14日（月）午前9時30分～午後3時
※手芸広場に１日参加する方は、各自昼食を準備願います。
※歌声健康広場では、健康体操・唱歌・歌謡曲等行います。
Y仙南福祉センター　 10187（83）2122

平成21年度排水設備工事責任技術者資格認定試験
受付期間●７月21日（火）～31日（金）
受講講習会●10月８日（木）
資格認定試験●11月13日（金）
会　　場●南部会場
　　　　　横手市役所本庁南庁舎（横手市条里一丁目1-1）
手　数　料●6,000円（受講・受験手数料）
申込方法●建設課（仙南庁舎）上下水道班に備え付けの用

紙でお申し込みください。
　　　　　申込書は、日本下水道協会秋田県支部のホー

ムページからもダウンロードできます。
Y日本下水道協会　秋田県支部
　1018（864）1427　 5018（862）7702

おらほの企業を訪問・見学しよう！
　今回は、美郷町の企業が対象です。「ニテコサイダー」
を生産している六郷まちづくり（株）さんと、ダイカスト
業界では「世界の山崎」と呼ばれる山崎ダイカスト（株）さ
んを訪問します。”おらほ”の地域にある工場をみんなで
見学しませんか？
日　　時●７月29日（水）
集合場所●①大曲駅東口②美郷町六郷体育館駐車場のい

ずれかに集合（バスで移動します。自家用車で
お越しの際は②をご利用ください）

募集人員●小学５年生以上20人　※先着順
参　加　料●無料
日　　程●【集合時間（時間厳守）】
　　　　　　①大曲駅東口８:40②美郷町六郷体育館９:10
　　　　　【工場見学】
　　　　　　山崎ダイカスト（株）・・・９:30～10:40
　　　　　　六郷まちづくり（株）・・・11:00～11:40
　　　　　【解散時間】
　　　　　　①美郷町六郷体育館11:50②大曲駅東口12:20
そ　の　他●工場内ではカメラ・ビデオ等での撮影はご遠

慮願います。
申込・Y仙北地域振興局地域企画課　 10187（63）5226

海鮮さきどり市場（第2回）を開催します
　秋田沖でとれた新鮮な魚介類を格安で販売します。
　数量限定ですので、先着順での販売となります。
日　時●７月20日（月）午前10時～正午（売り切れ次第、終

了になります。）
会　場●道の駅「雁の里せんなん」
鮮　魚●スルメイカ、マアジ、イナダ、イワガキ、サザ

エ、クロモなど旬の魚介類
　　　　（天候等により内容が変わる場合があります）
その他●次回以降は、９月21日（月）、10～11月の第３日

曜日を予定
Y県水産漁港課　 1018（860）1883

ロートピア仙南夏祭り
日　時●７月31日（金）午後６時～
会　場●ロートピア仙南　駐車場
内　容●屋台、夜店、歌謡ショーなど
　　　　※ボランティアのご協力をお願いします。
Yロートピア仙南　鈴木　 10187（87）8010

真昼荘の夏祭りにおいでください！
日　時●８月７日（金）午後７時～９時（小雨決行）
　※前回より、毎年８月第１金曜日開催になりました。
会　場●真昼荘　駐車場
演　目●美空ひばりそっくりさんショー、消防太鼓隊、

ＪＡ千畑女性部全体踊り、燦々倶楽舞よさこい
ソーラン節、花火祭り他

Y真昼荘　 10187（85）2203

特別支援教育かがやきミーティングのお知らせ
日　時●８月５日（水）午後１時15分～４時40分
会　場●浅舞公民館（横手市平鹿町）
主な内容●講演、実践発表
申込・Y南教育事務所仙北出張所　鎌田　 10187（63）3477

広報美郷７月号の掲載記事に誤りがありました。
訂正してお詫びします
23ページ　ミス清水コンテスト参加者募集
＜訂正前＞日時●８月８日（日）
＜訂正後＞日時●８月８日（土）

エコクッキング教室のお知らせ

日　時●７月26日（日）午前10時～午後２時
会　場●横手市旭ふれあい館
定　員●先着20名
内　容●「キッチンからできる地球への思いやり」
　　　　環境に配慮してゴミを少なくする調理実習
参加費●300円
申込・Yあきたエコマイスター県南協議会　照井
　　　　1090（4314）3284


