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次回の「広報お知らせ版」は11月13日（金）発行予定です。
「広報美郷」11月号は10月30日（金）発行予定です。

美郷町合併5周年記念式典を開催します

日時●11月１日（日）・町の日　午前10時～
会場●仙南公民館

記念式典　午前10時～
　●功労者・貢献者表彰

記念公演　午前10時40分頃～
　演題　『夢を描く日々』
　講師　イラストレーター・絵本作家　永田萠氏

アトラクション　正午頃～
　●菖蒲太鼓保存会（美郷町）と那須小川まほろば太鼓（栃
木県那珂川町）による太鼓演奏

　●町内５歳園児による遊戯

　どなたでもご参加できますので、たくさんのご来場を
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

水の郷シンポジウム2009
～かけがえのない水環境を守ろう～

日時●10月31日（土）　午後１時15分～
会場●仙南公民館
日程●
　午後１時00分　開場
　午後１時15分　開会
　　　　　　　　　平成21年度水環境マイスター養成講
　　　　　　　　　座修了証書授与
　　　　　　　　　水に関する読書感想文コンクール表
　　　　　　　　　彰・最優秀作品紹介
　　　　　　　　基調講演「たかが水、されど水」
　　　　　　　　　講師　大山　のぶ代氏（女優、声優）
　午後２時50分　水環境学習モデル校による学習発表
　　　　　　　　　仙南東小学校、仙南西小学校、
　　　　　　　　　金沢小学校
　午後３時45分　パネルディスカッション
　　　　　　　　　テーマ
　　　　　　　　　　「水環境学習を通して思うこと」
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903

美郷町合併5周年記念特別展
「永田 萠の世界～花の国の妖精たち～」好評開催中！

開催期間●11月１日（日）まで
会　　場●学友館
開館時間●午前９時～午後７時
　　　　　（入館は午後６時30分まで）
休　館　日●10月19日（月）・26日（月）
入　館　料●一般500円
　　　　　高校生以下無料

　特別企画もあります　

絵本のおはなし会
　日時●10月17日（土）午後２時～２時30分
　　　　10月24日（土）午後２時～２時30分
　　　　10月31日（土）午前10時30分～午前11時
　会場●学友館多目的ホール
　　町内ボランティアグループによる絵本の読み聞かせ
会を行います。永田萠作品の読み聞かせもあります。
どなたでも自由にご参加いただけます。

ギャラリーツアー
　日時●10月18日（日）、10月25日（日）
　　　　各日ともに午後２時～（20分程度）
　会場●学友館展示室
　　担当学芸員が展示作品の解説や制作エピソードをお
話します。（入館券が必要となります。）

永田 萠サイン会
　日時●10月31日（土） １回目：午後２時30分～

２回目：午後３時30分～
　　　　※開催時間は変更となる場合があります。
　会場●学友館
　　各回ともに当日売店で対象商品をお買い上げいただ
いた方、先着60名に限ります。

Y学友館　10187（84）4040
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10月1日からパスポートの申請を
住民生活課窓口で受付しています

　10月１日から、県で行っていたパスポートの申請、交
付が役場（千畑庁舎）住民生活課でできるようになりまし
た。
　これに伴い、仙北地域振興局及び県庁窓口では申請す
ることができなくなりましたので、ご注意願います。
１．パスポート申請と同時に、それに必要な戸籍謄（抄）
本も取得することができます。

２．パスポート申請に必要な県証紙及び印紙も同時に購
入することができます。

３．申請からパスポート交付まではおよそ9日間かかり
ます。（土、日、祝祭日を除く。）

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班
　10187（84）4903（内線2145）

身体障がい者巡回相談のお知らせ

　肢体に障がいのある方を対象とした巡回相談が次のと
おり開催されます。
障害区分●肢体
日　　時●10月28日（水）　午前9時半～11時半
会　　場●大仙市大曲交流センター（大仙市大曲日の出町

0187－63－1105）
対象地区●大仙市、仙北市、美郷町
内　　容●補装具（義肢・装具・車椅子等）の交付・修理

を要する場合や身体障害者手帳の診断につい
て医師や業者が直接相談に応じてくれます。

　　　　　（相談・診断料金はかかりません）
持　ち　物●身体障害者手帳、印鑑、年金証書または年金

振込通知書
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2164）

国民年金保険料収納業務および免除等勧奨
業務は委託業者からご案内しています

　10月から国民年金保険料の収納や免除勧奨のご案内に
ついて、市場化テストにより民間委託業者（※）から連絡
させていただくことになりました。
　※案内を行う委託業者は、一般競争入札により決定し、個人情報の取り扱い

等については守秘義務を課すなど、適切な管理のための必要な措置を講じ

ております。

  ●委託業者名　（株）オリエントコーポレーション
  ●発進通知電話番号　０１２０－２１７－７３６
  ●お電話する時間帯　午前９時～午後８時
　　　　　　　　　　　　（土日・祝祭日を含む）
【ご注意ください】
　社会保険事務所職員や委託業者が、指定口座に現金の
振込みを依頼したり、個人情報を聞き出すことはありま
せん。万が一、不審に思われる電話があった場合は、そ
の場で対応せず、一旦電話をお切りになり、お近くの社
会保険事務所までお問い合わせください。
Y大曲社会保険事務所　10187（63）2294・2295

橋梁点検のお知らせ

　町では、橋梁の長寿化に向けて橋長Ｌ＝15ｍ以上の橋
について、橋梁の点検を行うことになりました。近隣の
皆さまと通行される方々には、ご不便・ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力お願いします。
点検箇所●美郷町全域（51橋）
点検業者●国際航業（株）秋田営業所
点検内容●近接目視点検および遠方目視点検、高所作業

車による近接目視
作業時間●午前８時30分から午後５時まで
期　　間●10月中旬から12月中旬
交通規制●片側交互通行（全面通行止めの場合もありま

す。交通誘導員の指示にしたがって通行願い
ます。）

Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班　10187（84）4910

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 1階建／3ＤＫ／木造 平成19年 1戸 美郷町畑屋字街道東219-1

小安門
3階建（2または3階）／

昭和57年 2戸 美郷町六郷字小安門160
3ＤＫ／鉄筋

安楽寺 2階建／3ＤＫ／木造 昭和54年 2戸 美郷町六郷字安楽寺335

上鑓田 2階建／3ＤＫ／木造 昭和53年 1戸 美郷町鑓田字馬町127

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。
家　　賃●塚Ⅱ住宅　　　　26,900円から35,100円
　　　　　小安門住宅　　　15,600円から23,200円
　　　　　安楽寺住宅　　　12,400円から19,100円
　　　　　上鑓田住宅　　　11,500円から17,200円
　　　　（入居者全員の収入により家賃が異なります。）
駐　車　場●月額500円／１台
　　　　　塚Ⅱ住宅　　　　　　　２台まで
　　　　　熊野住宅・上鑓田住宅　１台まで
敷　　金●家賃の３ヶ月分
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●11月下旬
入居申込みの受付締切●10月30日（金）
申込・Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班　10187（84）4910
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メンタルヘルスサポーター養成講座受講生を募集します　

　地域において、悩みを持つ人の心の支えになれる人を育成するため、下記講座を実施します。受講をご希望され
る方は、役場福祉保健課にお申し込みください。

日にち 内　　　容 講　　　師

11月９日（月） 自殺の現状とその取り組みについて
秋田大学医学部　

　 　　　　　　准教授　金子　善博　氏

11月16日（月） 仲間をつくる話し合い・心を支える傾聴①
秋田大学大学院医学研究科

　　　　　　 　　　　　　准教授　佐々木久長　氏

11月30日（月）
伝えていますか?あなたの気持ち～ 秋田大学大学院医学研究科
人と繋がるよりよいコミュニケーションをめざして 　　　　　　教　授　米山奈奈子　氏

12月15日（火） 心の疲れから生じるサインとその対応について
杏授苑施設長
　　　　　　　　　　武藤　康剛　氏

12月21日（月）
　　 秋田大学大学院医学研究科
仲間をつくる話し合い・心を支える傾聴②

　　　　　　准教授　佐々木久長　氏
時　　間●午後１時30分～３時30分 ※傾聴とは、耳と目と心で相手の話を一生懸命聴くことです。

場　　所●六郷保健センター
定　　員●30人　（全日程受講可能な方）
申込締切●10月26日（月）（定員になり次第締め切り）
申込・Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班　10187（84）4907（内線2173）　50187（85）2107

不要になった物品を販売します
販売予定品●パソコン用ディスプレイ（液晶式41台、ＣＲＴ

式12台　合計53台）
公開日時●10月26日（月）　午前９時～午後３時
公開場所●役場六郷庁舎１２１会議室
販売方法●競り売り
　　　　　※競り落とした方へは納付書を発行しますの

で、当日中に納入してください。
　　　　　　なお、物品は納入後の引き渡しとなります。
販売日時●10月27日（火）　午前10時～
そ　の　他●引渡し後の物品に係る一切の経費（送料、設置

費用等）は競り落とした方の負担とします。
Y役場（六郷庁舎）企画財政課　10187（84）4901
　※町ホームページでもお知らせしています。

10月～11月のスポーツ教室のお知らせ

日にち 曜日 内　　容 時　　間 場　　所 参加料

10月17日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

10月19日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

10月21日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

10月22日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

10月24日 土 町内ウォーキング ８：20～13：30 六郷公民館前 200円

10月26日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

10月27日 火 水中運動教室 10：15～11：15 ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ千畑 600円

10月28日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

10月29日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

10月31日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

11月２日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

11月４日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

11月５日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

11月７日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

11月９日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

11月10日 火 水中運動教室 10：15～11：15 ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ千畑 600円

11月11日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

11月12日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

11月14日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 千畑体育館 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

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７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14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14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
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後三年鴻声の里「鴻声祭」においでください！

日時●10月25日（日）午前10時15分～
会場●後三年鴻声の里
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（民謡・歌謡・マジックショー
　その他、農産物の即売、模擬店など盛りだくさん
の内容でお待ちしております。
Y後三年鴻声の里 10187（83）2035

曲養祭においでください！
日　　時●10月31日（土）午前９時10分～午後２時15分
会　　場●秋田県立大曲養護学校
主な内容●児童生徒によるステージ発表、作業学習製品

販売、バザー、ペットボトルの回収等
　なお、学校公開「見てきてたんせ！おらほの学校」も開
催します。曲養祭の練習風景などご覧になれますので、
ぜひいらしてください。
　【学校公開日時】10月26日（月）～31日（土）
　　　　　　　　　午前９時～午後２時
Y秋田県立大曲養護学校　鈴木　10187（68）4123

食物アレルギーについて考えよう
平成21年度県南地区食品安全地域懇談会
日　時●11月11日（水）　午後１時30分～４時
会　場●湯沢文化会館　中ホール
内　容●基調講演「食物アレルギーについて」
　　　　講師：秋田組合総合病院　小松真紀先生
　　　　消費者、食品事業者、行政関係者によるパネル

　ディスカッションもあります。
その他●入場無料。託児を希望される方は、10月31日

（土）までお申し込みください。
申込・Y湯沢保健所　環境指導課　10183（73）6157

秋田地方裁判所大曲支部の不動産競売について
　次のスケジュールで期間入札が行われます。
　第10回　閲覧開始　10月28日（水）
　　　　　入札期間　11月18日（水）～25日（水）まで
　第11回　閲覧開始　11月18日（水）
　　　　　入札期間　12月9日（水）～16日（水）
　物件情報については、閲覧開始日から秋田地方裁判所
大曲支部１階「物件明細書等閲覧コーナー」のほか、イン
ターネット（ＢＩＴサイト）でも閲覧できます。
●ＢＩＴ（不動産競売物件情報）サイトアドレス
　パソコンから　http://bit.sikkou.jp/
　携帯電話から http://bit.sikkou.jp/k/
Y秋田地方裁判所大曲支部不動産執行係
　10187（63）2033（内線49）

心の生涯学習セミナー「心がつくる人生」
日　時●11月５日（木）・６日（金）午後７時～９時10分
会　場●仙南交流センター
参加料●2,000円（テキスト代含む）軽食を用意しております。
申込・Y秋田美郷モラロジー事務所　田丸
　　　　10187（84）1518　

フェンシング体験してみませんか！？
　実際の試合場（ピスト）でフェンシング体験ができるほ
か、スギッチとフェンシング対決もできます。
　子供から大人までどなたでもフェンシングを体験できま
すので、たくさんの方々のご来場をお待ちしております。
日　時●11月１日（日）　午前９時～午後３時
場　所●美郷町総合体育館リリオス　２階アリーナ
その他●運動しやすい服装と室内用運動靴をお持ちください。
主　催●秋田県教育委員会　秋田県フェンシング協会
Y秋田県南フェンシング協会　事務局　照井　
　1080（1814）5897

大曲技術専門校からのお知らせ
●「テクノスクールフェア」を開きます
　作品展示、ものづくり体験コーナー、作品即売など、
様々な企画を用意しています。皆さまのご来場をお待ち
しています。
日時●10月25日（日）午前10時～午後３時まで
会場●大曲技術専門校　大仙市大曲川原町２－30
●スキルアップセミナーで学びませんか
【第一種電気工事士技能試験準備講習】定員10名
　11月１0日（火）～12日（木）の３日間
【Accessによる顧客管理・売上管理－１講習】定員10名
　11月16日（月）・17日（火）の２日間
【Excel VBAによる試算表の作成講習】　定員10名
　11月26日（木）・27日（金）の２日間
時　　間●午前９時～午後５時
会　　場●大曲技術専門校
受講資格●現在お勤めをしている方
受　講　料●無料（テキスト代は自己負担）
申込・Y大曲技術専門校　10187（62）2457・6321

平成21年度大仙市男女共同参画講演会のお知らせ
日　時●11月15日（日）　午後１時30分～３時30分
会　場●大仙市中仙市民会館「ドンパル」
内　容●演題「女房が宇宙を飛んだ」
　　　　講師　向井万起男氏　慶應義塾大学医学部准教授・医学博士
その他●入場無料。参加及び託児を希望される方は、10

月30日（金）までお申し込みください。
申込・Y大仙市企画部男女共同参画・交流推進課
　　　　10187（63）1111（内線297・299）

みずほの里ロード 滞在型観光メニューを一緒に考
えませんか～造成グループ検討会への参加者募集

　みずほの里ロード沿線を中心として魅力ある観光づく
りを考えるみなさんと一緒に、この地域の滞在型観光メ
ニューの検討会を行います。
日　時●10月29日（木）　午後１時30分～３時30分
会　場●美郷町千畑生産物直売所　研修室
　　　　（サン・アール隣り）
対　象●みずほの里ロード沿線で、農業収穫体験や農産

品の加工体験、山登りガイドなど、観光客に体
験メニューを提供できる方・したい方。

Y秋田県仙北地域振興局　地域企画課　観光振興班
　10187（63）5226


