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就学援助制度のお知らせ
　町教育委員会では、町内に住所を有し、小学校・中学
校に在学するお子さんがいるご家庭で、経済的な理由に
より就学に必要な経費の負担にお困りの保護者の方に、
お子さんの学用品費、学校給食費等の一部を援助してい
ます。
　経済的理由等でお困りの保護者は、町教育委員会学務
課にご相談ください。
受付期間●２月22日（月）～３月19日（金）までの平日
　　　　　（午前９時から午後５時まで）
援助の対象●美郷町立の小学校または中学校に在学する児

童・生徒で、保護者が生活保護を受けている
方（要保護児童・生徒）及びそれに準ずる程度
に生活困難と認められた方（準要保護児童・
生徒）

援助内容●学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅
行費、体育実技用品費、新入学児童生徒学用
品費、医療費（学校保健安全法施行令第８条
の規定に基づく疾病の治療に要する費用）、
学校給食費

Y町教育委員会　学務課学務班　10187（84）4914

次回の「広報お知らせ版」は3月15日（月）発行予定です。
「広報美郷」3月号は3月1日（月）発行予定です。

平成22年度町の臨時職員を募集しています

　平成22年度の町の臨時職員を募集しています。申込期限は２月19日（金）ですので、ご希望の方はハローワー
クを通じて行ってください。詳しくは広報２月号をご覧ください。

町内事業主・商店主の皆さんへ
スポ少サッカー大会に臨時店舗を出店してみませんか
　詳細については、町ホームページ新着情報、２月１日
付けの通知に記載してある募集要項をご覧になるか、商
工観光交流課交流・商工班までお問い合わせください。
日　　時●２月27日（土）、28日（日）
　　　　　両日とも、午前10時～午後３時
出店場所●総合体育館リリオス
　　　　　１階階段ガラス窓際
　　　　（正面玄関入って左すぐ）
申込期限●２月19日（金）
申込・Y美郷町交流市実行委員
　　　　会事務局
　　　　（商工観光交流課　交流・商工班）
　　　　10187（84）4909

第2回ふるさと学習講座
歴史講演会を開催します
日　　時●２月27日（土）　午後１時30分～
会　　場●六郷公民館　２階　大ホール
演　　題●「秋田藩の本道と小道、伝馬役について」
　　　　　（羽州街道と善知鳥越えの小道等について）
講　　師●秋田大学　渡辺　英夫 氏
申込期限●２月26日（金）
参 加 料●無料
申込・Y六郷公民館　10187（84）2311

【国保】　人間ドックの追加募集について

　平成22年度で70歳～74歳になられる方を対象に、人間
ドックの追加募集をします。（70歳未満の方は「早朝総合
検診申込み調べ」で申込みを終了しています。）
★助成の対象者
　①受診時に美郷町国民健康保険に加入していること
　②国保税を完納していること
　ご希望の方はご連絡くだされば、申し込み用紙を送り
ます。
Y福祉保健課　医療保険班　10187（84）4907（内線1508）

健康相談をおこないます
開設日●毎週月曜日から金曜日まで
         （祝日の場合はお休みします）
時　間●午前９時～午後５時まで
場　所●美郷町保健センター（旧六郷保健センター）
　　　　業務により不在の場合がありますので、事前に

ご連絡ください。
内　容●健康に関する相談
その他●「出前健康講座」にも伺います！
　　　　各種団体会合等で健康に関する講話をお聞きに

なりたいときは、連絡ください。
                        　　　　よいくらし二重丸
Y美郷町保健センター　10187（84）4900
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臨時事務職員を募集します
募集人員●一般事務補助１名
業務内容●資料作成及データ入力作業
就業場所●役場第二庁舎（旧千畑保健センター）農政課
雇用期間●３月１日～３月30日
就業形態●週５日　１日８時間
賃　　金●時給710円（30日締、翌月15日払）
申込方法●ハローワークを通じて行ってください。
申込期限●２月19日（金）
Yハローワーク大曲　10187（63）0335

社会福祉法人水交会　職員を募集します
職種・募集人員●支援員　正職員　　２名
　　　　　　　　　〃　　臨時職員　１名
業務内容●女子利用者の生活支援および作業支援
勤 務 先●障害者支援施設「後三年鴻声の里」
給 与 等●正職支援員　138,000円～161,200円
　　　　　臨時支援員　時給820円
勤務形態●日勤、夜勤、日直（休日）（詳細はハローワークへ）
申込方法●ハローワークを通じて行ってください。
申込期限●３月２日（火）
試 験 日●３月10日（水）
Y後三年鴻声の里　担当：菅尾　
　〒019-1234　美郷町飯詰字東西法寺148番地
　10187（83）2035

大曲仙北広域角間川更生園　臨時職員を募集します
　知的障害者入所更生施設「角間川更生園」では、下記の
とおり臨時職員を募集します。
募集人員●１名
業務内容●女子利用者の生活・作業支援（女子棟勤務）
採用期間●４月１日～平成23年３月31日
申込方法●ハローワークを通じて行ってください。
申込期限●３月12日（金）
Y大曲仙北広域　角間川更生園　担当：久米　
　〒014-1413　 大仙市角間川町字町頭98番地
　10187（65）3676

平成22年度自衛官を募集します
コース 資格 受付 試験

一般技術
20歳以上

大学卒
26歳未満 4月上旬～

5月下旬頃医・歯 20歳以上 5月上旬
薬・剤 30歳未満

防衛医科大学校学生 高卒（見込含）
11月上旬頃防衛大学校学生 21歳未満 9月上旬～

看　護　学　生
高卒（見込含） 10月上旬
24歳未満

10月下旬頃
高校卒

航　空　学　生
高卒（見込含）
21歳未満 8月上旬～

一般曹候補生 18歳以上 9月上旬
9月下旬頃

自衛官候補生 27歳未満
中学卒 中卒（見込含） 11月上旬～
（男）

高等工科学校生徒
17歳未満 1月上旬

1月中旬頃

　詳しくはお問い合わせください。
Y自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
　10187（63）1313

幹部
候補
生

大曲仙北地域自殺予防研修会を開催します
　自殺予防に向けた地域での取り組みの重要性につい
て、より関心を持ってもらい、自殺の大きな要因となっ
ている多重債務や経済問題等について理解を深めていた
だくため、研修会を開催します。
　当日は、町のメンタルヘルスサポーター「てとての会」
による対話劇も上演します。
日　時●３月３日（水）　午後１時30分～４時
　　　　　　　　　　　　（受付：午後１時～）
会　場●仙南交流センター（美郷町公民館の隣）
内　容●
講演①「本当に自殺を減らしたいと思っていますか？」
　　　　講師　秋田大学大学院医学系研究科
　　　　　　　准教授　佐々木　久長　氏
対話劇「おれ　なんとへばいい・・・」
　　　　町メンタルヘルスサポーター「てとての会」
講演②「秋田なまはげの会の活動」
　　　　～多重債務相談をとおして～
　　　　講師　秋田なまはげの会　
　　　　　　　相談員　小玉　正憲　氏
申　込●２月24日（水）まで、下記へお申込みください。

秋田なまはげの会とは
正式名称は「秋田クレジット・サラ金・悪徳商法の被害をなくす会」
です。県内の被害経験者・弁護士・司法書士・消費者生活相談員に
よって設立され、被害者への相談・解決への応援・生活の再生を目
指しているボランティア団体です。

よいくらし二重丸

申込・Y美郷町保健センター　10187（84）4900

不用になる公用車を売却します
売却物件●公用車２台

日産グロリア トヨタセプター
車　　　種 普通乗用車 普通乗用車
初年度登録 平成９年10月 平成５年４月
車検満了日 平成22年10月19日 平成22年５月22日

日　　時●３月３日（水）　午前９時～
売却方法●入札
場　　所●美郷町役場西側駐車場
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車を下見したい場合はお問い合わせくださ

い。
引き渡し●代金納入確認後
Y総務課管財班　10187（84）1111

2月は「省エネルギー月間」です
　国では、毎年２月を「省エネルギー月間」と定め、省
エネルギーの意識啓発をはかっております。
　限りあるエネルギー資源を大切にするとともに、地球
温暖化を防止するため、私たち１人ひとりが、エネルギ
ーを大切に使うよう心がけましょう。



広報美郷お知らせ版
平成22年2月15日号3

在宅介護支援センター仙南からのお知らせ
　下記の教室を開催します。興味のある方はどなたでも
お気軽にご参加ください。

■転倒予防教室
　日　時●２月19日（金）　午前10時～11時30分
　会　場●ロートピア仙南
　内　容●高齢者の転倒とその予防について
　　　　　転倒予防体操で元気な体を作ろう！
　講　師●在宅介護支援センター仙南
　　　　　在宅相談員　小西佐知子・佐藤ゆかり
　参加料●無料

■健康講話
　日　時●２月21日（日）　午前10時～11時30分
　会　場●ロートピア仙南
　内　容●おいしく食べて元気度アップ！
　　　　　～栄養と口腔ケアから見直そう～
　講　師●ロートピア仙南　歯科衛生士　鈴木万喜子
　　　　　　　　　　　　　栄　養　士　高橋久美子
　参加料●無料

■家族介護者教室
　日　時●２月27日（土）　午前10時～11時
　会　場●ロートピア仙南
　内　容●手洗いから始める感染予防
　　　　　あなたの手洗いは大丈夫?
　　　　　感染予防の手洗いのコツを伝授しま～す！
　講　師●（有）共栄メディカル
　　　　　福祉用具専門相談員　藤澤和宏 氏
　参加料●無料
Y在宅介護支援センター仙南　担当：小西・佐藤
　10187（87）8011

2月～3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

2月17日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 200円

2月18日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

2月18日 木 エアロビクス教室 19:00～20:00 六郷公民館 300円

2月20日 土 ニュースポーツ体験会 ９:30～11:30 リリオス 100円

2月22日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

2月23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

2月24日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 200円

2月25日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

2月25日 木 エアロビクス教室 19:00～20:00 六郷公民館 300円

2月27日 土 ニュースポーツ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

3月４日 木
ノルディックウォーキング

８:40～12:00 リリオス 無料
バランスボール教室

3月13日 土 ユニカール大会 ９:00～12:00 リリオス
300円

（1チーム）

＊2/20のニュースポーツ体験会は、普段の教室ではなかなかお目
にかけることができなかった多くの種目を準備しお待ちしてお
ります。
　フリーブロー（吸盤付き吹き矢）、どっとボール（玉入れ）、クロ
リティー（輪投げ）、キンボール、円形卓球、卓球、ビーンボウ
リング、バドミントン、ユニカール、ミニテニス等を準備する
予定です。
＊3/13のユニカール大会はチーム戦（３人）で行います。メンバー
が足りない、チームが組めない場合等、何かありましたらス
ポーツ振興班にお知らせください。
○3/4ノルディックウォーキング・バランスボール教室については
　平鹿地域振興局福祉環境部へお申し込みください。（郵送かＦＡＸ）
　10182（45）6134　50182（32）3389

◎３月上旬に「美郷町総合型スポーツクラブ」が設立予定となって
おります。
　３月以降の教室日程等は後日掲載予定です。今まで以上にいろ
いろなスポーツを体験することができるクラブを目指しており
ます。

申込・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）4916

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●３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●３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●３月20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
　美 郷 町 公 民 館　10187（83）2280

母子健康づくり支援者育成研修会を開催します

期日●２月26日（金）、３月１日（月）、３月16日（火）の
　　　３日間
会場●横手保健所他
内容●講演、小児の救急救命法の実技等（詳細はお問い合

わせください）
定員●30名（参加無料）
申込●２月19日（金）まで電話でお申し込みください。
申込・Y横手保健所　健康・予防課　10182（32）4005

新上堰頭首工塗装等工事に伴う右岸幹線用水路
（金沢西根地域）断水について

　新上堰頭首工塗装等工事に伴い、右岸幹線用水路（金
沢西根地区）を下記の期間断水します（または通常より
水位が下がります）。隣接の方々にはご不便、ご迷惑をお
かけしますが、ご協力をお願いします。
期　間●２月15日（月）～３月12日（金）
Y秋田県南旭川水系土地改良区　担当：木村・深澤
　10182（33）7200
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ポジティブ・アクションを推進している企業
ファミリー・フレンドリーな企業を募集します
　厚生労働省では、「女性の能力発揮を促進するための積
極的な取組」（ポジティブ・アクション）および「仕事と育
児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範
となる取組を推進している企業を表彰しています。
　平成22年度の表彰候補企業を募集しますので、ぜひご
応募ください。
応募期間●３月31日（水）まで
申込・Y秋田労働局雇用均等室　1018（862）6684

シルバー会員入会説明会を開催します
　町内在住者で、60歳以上の健康で働く意欲のある方を
対象に、シルバー会員入会説明会を開催します。
日　時●２月26日（金）　午後2時～
会　場●町中央行政センター（役場旧六郷庁舎）内
申　込●２月24日（水）まで、下記へお申込みください。
申込・Y美郷町シルバー人材センター　10187（84）0307

手芸広場を開催します
　どなたでも参加できますので、お誘い合わせのうえご
参加ください。

日　時 場　所
２月22日（月） 金沢西根コミュニティ
午前９時30分～ センター（今泉）
３月８日（月） 金沢コミュニティ

午前９時30分～午後３時 センター（新道）
※一日参加する方は、各自で昼食の準備をお願いします。
Y仙南福祉センター　10187（83）2122

家族介護者交流会を開催します
　介護者同士の親睦とリフレッシュを図ることを目的
に、交流会を開催します。参加無料ですので、お気軽に
ご参加ください。
期　　日●３月７日（日）
日　　程●8:50 千畑福祉センター出発⇒9:00　ふれあい

センター出発⇒9:10　六郷福祉センター出発⇒
9:20　役場旧六郷庁舎出発⇒9:30　仙南福祉セ
ンター出発⇒10:00　五輪坂温泉到着10:00～
12:00　研修等（在宅介護）、12:00～15:00　昼食
及び交流会、15:10　五輪坂温泉出発

対 象 者●在宅で要介護者（介護度4・5）の方を介護して
いる家族介護者

申込方法●３月１日（月）まで、美郷町社会福祉協議会へ
電話で申込みください。

申込・Y美郷町社会福祉協議会　10187（85）2294

事業主の皆さんへ

65歳までの定年の引き上げ等の速やかな実施を
お願いします
　高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢は、平成22年４
月から64歳以上、平成25年４月から65歳以上と段階的に
引き上げられます。
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、65歳
未満の定年の定めをしている事業主は、65歳までの安定
した雇用を確保するため、次の①～③までのいずれかの
措置（高年齢者雇用確保措置）を講じる必要があります。
　①定年の引き上げ
　②継続雇用制度（希望者を定年後も引き続いて雇用する
制度）の導入

　③定年の定めの廃止

障害者雇用促進法が改正されました（平成22年7月1日施行）
◎雇用率に短時間労働者を参入
　短時間労働者（週所定労働時間20時間以上30時間未満）
が、障害者雇用率制度の対象となります。常用雇用労働
者の総数や雇用率の計算の際に、短時間労働者を0.5人と
してカウントすることになります。
　→　短時間労働者を多数雇用している事業主の方はご

留意ください。
◎除外率の引き下げ
　除外率設定業種に係る除外率が、一律10％引き下げら
れます。
　→　現在、除外率が適用されている事業主の方はご留

意ください。
◎給付金制度の対象事業主の拡大
　障害者納付金制度の対象が201人以上の企業となりま
す。納付金の額は、１人当たり月額５万円（施行から５年
間は減額特例として４万円）となります。
　詳しくは秋田労働局か、お近くのハローワークへお問
い合わせください。
Y秋田労働局職業対策課　1018（883）0010

寺子屋 風道塾 東根学　「地域と暮らし」オープン講座
「六郷東根地域の魅力とその可能性」
　関心のある方ならどなたでも参加できます。
日　時●３月６日（土）　午後２時～
会　場●六郷交流センター（六郷東根小学校そば）
内　容●「湯沢市岩崎地区の自治活動の取組と今後の展

望」についての基調報告、「六郷東根小学校の廃
校問題と地域の暮らし」をテーマとしたパネル
ディスカッションの後、交流会を行います。

参加料●資料代500円
　　　　交流会参加者は男性：1,000円　女性：500円別途
Y六郷東根地域を考える会　宮川　1080（1255）3875

青年国際交流事業に参加しませんか
　内閣府では、将来を担う国際感覚豊かな青年を育成す
るため、様々な国際交流事業を実施しています。
　現在、平成22年度の「国際青年育成交流」「日本・中国青
年親善交流」「日本・韓国青年親善交流」「青年社会活動コ
アリーダー育成プログラム」「世界青年の船」「東南アジア
青年の船」事業の参加青年を募集しています。
　詳しくは下記にお問い合わせいただくか、ホームペー
ジをご覧ください。http://www.cao.go.jp/koryu/
Y内閣府政策統括官付国際企画担当　　103（3581）1181
　秋田県県民文化政策課青少年育成班　1018（860）1553

「元気してらがフェスティバル」においでください
　仙北市、大仙市などから、地域で活躍するグループが
大集合！和太鼓、手踊り、フラダンスなど様々なジャン
ルのステージをお楽しみください。
日　時●２月28日（日）午後12時開場　午後１時開演
会　場●わらび劇場
入場料●無料
　当日は、午前11時からロビーで地産地消のお店が開店します。
YＮＰＯ法人アート夢ネットあきた　10187（44）3970


