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次回の「広報お知らせ版」は12月15日（火）発行予定です。
「広報美郷」12月号は12月1日（火）発行予定です。

新型インフルエンザの受診方法について

　取扱場所　 　
　役場（千畑庁舎）住民生活課　旅券窓口
 役場でパスポートの申請・受取ができる方　
　美郷町に住民登録されている方
　取扱時間　
　毎週月曜日から金曜日（年末年始および祝祭日を除く）の
午前８時30分から午後５時15分までです。
　申請から交付までの期間　
　土・日・祝祭日・年末年始を除いて、およそ９日間か
かります。
　手数料について　
　交付時に収入印紙と県証紙で納付いただきます。
　金額についてはお問い合わせください。
　収入印紙等の販売について　
　収入印紙と県証紙は住民生活課でも販売しています。

パスポートの申請・受取窓口が役場（千畑庁舎）住民生活課になりました

　申請に必要なもの　
○旅券発給申請書（１通）
　住民生活課窓口に備えていますので、職員にお申し付
けください。
○戸籍謄本または戸籍抄本（１通）
　美郷町に本籍がある方は、旅券窓口で戸籍謄本・抄本
が取得できます。　
　美郷町以外に本籍がある方は、事前に本籍地から取得
していただくことになります。
○写真（１枚）
　縦45㎜・横35㎜で、６ケ月以内に撮影したもの。
○本人確認書類
　運転免許証をご持参ください。お持ちでない方はお問
い合わせください。
○パスポート（以前に取得したことがある方）
　有効期間内の旅券をお持ちの方は、その旅券を提出し
ないと受付できません。
　期限切れの旅券をお持ちの方は、その旅券を持参して
ください。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班
　10187（84）4903

ご注意
ください！

原則として、秋田県庁および仙北地域振興局で
は、パスポートの申請・交付はできません。

★「大仙市発熱外来センター」は、大曲仙北地域医療の確保を目的として、秋田県知事、
大仙市長、大曲仙北医師会及び仙北組合総合病院の４者協定に基づき、仙北組合総合
病院内に設置されることが決定されました。また、美郷町は、大仙市との協定に基づ
き、このセンターに職員を派遣し、センター運営に協力することとなっております。

●また、休日や夜間に、急に新型インフルエンザと思わ
れる症状（急な発熱と咳や喉の痛み）が出た方を診療する
ため、下記の日時、仙北組合総合病院内に、「大仙市発熱
外来センター」が開設されました。
　なお、発熱外来センターは、主に、急患への対応を行
う機関ですので、できるだけ、登録医療機関で受診いた
だきますようご協力をお願いいたします。
　開設場所：仙北組合総合病院１階（大仙市大曲通町1-30）
　開設日時：毎日午後５時～９時（土曜日午後１時～９時）
※受診する時は、マスクを着用してください。
※記載のない医療機関には、直接電話をしてご確認願います。

●急な発熱と咳（せき）や喉（のど）の痛みの症状のある方
は、受診前に必ず登録医療機関に直接連絡し、医師等の
指示を受けてください。
　【新型インフルエンザ登録医療機関（美郷町内）】
　仙南診療所 10187-87-8500
　栗林外科医院 10187-84-2123
　亀谷外科医院 10187-84-1288
　まっこいしゃ高橋醫院 10187-84-7070
　しんどう内科クリニック 10187-86-7800
　藤嶋医院 10187-85-2100
　千畑クリニック 10187-85-2001
　　〈おかけ間違いのないようご注意ください。〉
　

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　10187（84）4907（内線2171）
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12月1日、防災行政無線で「緊急地震速報」の
訓練を行います　～全国一斉放送～

　12月１日、防災行政無線で「緊急地震速報」の訓練を行
います。千畑庁舎、六郷庁舎、仙南庁舎、六郷保健セン
ターにあるスピーカーから訓練用の緊急地震速報を放送
します。緊急地震速報を聞いてからとっさの行動をとる
ためには、日頃から訓練しておくことが重要です。この
機会に、どのような行動をとればよいか、職場や家族で
話し合いましょう。
放送日時●12月１日（火）　午前10時15分頃
　　　　※当日、地震災害発生等により、中止する場合

があります。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903

地デジ受信、早めの準備をお願いします
　2011年７月24日までにアナログ放送が終了し、地上デ
ジタルテレビ（地デジ）に完全移行します。地デジに移行
すると、従来のアナログテレビのままでは地デジ放送を
見ることができません。地デジの完全移行に向けて、早
めの準備をお願いします。
　現在アナログ放送の映りが悪い方や「地デジの電波が
弱いのでは？」と心配な方は、下記までご相談ください。
　相談は無料で、必要な場合は無料で現地調査を行います。
Yデジサポ秋田（秋田県テレビ受信者支援センター）
　1018（884）3922
　（月曜日～金曜日、午前9時30分～午後 6時30分）

共聴施設（共同受信アンテナ）の新設に対する
国の補助制度について

　山間地など地形的な理由による難視聴地域で自主的に
組織された共聴組合が地上デジタル放送を受信するため
の新たな施設（共聴施設）を設置する場合は必要な経費の
一部を国で補助する制度があります。
　この補助制度は、共聴施設の工事等を行う前に申請を
行い、交付決定を受ける必要がありますので、新設を検
討されている場合は、下記までご相談ください。
Y役場（六郷庁舎）企画財政課　情報統計班
　10187（84）4901

複十字シール募金とハンセン病援護募金に
ご協力いただきありがとうございました

　８月、９月と健康づくり推進員・連絡員の呼びかけで
募金活動を行い、多くの皆様から温かいご協力をいただ
きました。

　平成21年度募金総額　　646,520円　
　上記の募金は、県ハンセン病援護協会・結核予防会秋
田県支部に送金しました。全国の募金が集計され、胸部
検診の機器整備や結核対策支援などに使われます。今後
もご理解とご協力をお願いします。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班
　10187（84）4907（内線2171）

お済みですか？ 成人歯周疾患検診　　
（まだ受診されていない方はお早めに）

　町では、歯周病などの予防と早期発見を目的に40歳、
50歳、60歳、70歳の方を対象に、成人歯周疾患検診を
行っています。歯周病は歯を失う大きな原因の一つで
す。症状がなくてもこの機会に歯や歯肉等の健康状態を
知っておきましょう。対象となる方には６月に検診の案
内を差し上げておりますが、まだ受診していない方は12
月末までに指定協力医療機関に予約をして受診してくだ
さい。
　なお、転入などにより受診券をお持ちでない方は、下
記までお問い合わせください。
　対　　象●町民で40歳・50歳・60歳・70歳の方
　期　　間●12月31日（木）まで
　自己負担額●800円
　　　　　　（70歳の方、生活保護世帯、町民税非課税世

帯の方は無料）
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班
　10187（84）4907

11月は「全国青少年健全育成強調月間」です

　近年、青少年を取り巻く環境が大きく変化しており、
若者の社会的自立の遅れなどが深刻化しています。ま
た、少年による重大な事件、いじめなどの相次ぐ発生
や、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害な
情報の氾濫も懸念されています。
　これらの課題に対応し、青少年を健やかに成長できる
よう、社会全体で取り組んでいかなければなりません。
　・家族のコミュニケーション時間を増やし、あらため
て家族のことを見つめ直してみましょう。

　・大人が青少年に進んであいさつをし、良いことは褒
め、悪いことは見て見ぬふりをせず、青少年のことば
に耳を傾けるなど、積極的に関っていきましょう。

Y青少年育成美郷町民会議事務局
　町教育委員会　社会教育課 10187（84）4915
　（社）青少年育成秋田県民会議 1018（860）1554

特設人権相談所を開設します

　相談は無料で、秘密は守られます。
期　日●12月５日（土）
時　間●いずれの相談所も午前10時～午後３時まで
会　場●・ふれあいセンター（千畑南小学校北側）
　　　　　　【相談員】高階昭男・戸沢明人
　　　　・六郷公民館
　　　　　　【相談員】吉水是真・藤井康子
　　　　・仙南交流センター
　　　　　　【相談員】東海林鉄郎・因幡文夫

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班　10187（84）4903

訂正とおわび
　広報11月号16ページ「耕作放棄地への支援を行いま
す」の中で、誤りがありましたの訂正しておわびいた
します。
誤　・工事費の概算が610万円/10aの場合
　　　３万円/10aを交付
正　・工事費の概算が６～10万円/10aの場合
　　　３万円/10aを交付
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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●12月５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●12月12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●12月19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

11月～12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

11月16日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

11月18日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 200円

11月19日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

11月19日 木 エアロビクス教室 19:00～ 六郷公民館 300円

11月21日 土 スポーツ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

11月23日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

11月24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25日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 200円

11月26日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

11月26日 木 エアロビクス教室 19:00～ 六郷公民館 300円

11月28日 土 スポーツ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

11月30日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

12月２日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 200円

12月３日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

12月３日 木 エアロビクス教室 19:00～ 六郷公民館 300円

12月５日 土 スポーツ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

12月７日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

12月８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

12月９日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 200円

12月10日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

12月10日 木 エアロビクス教室 19:00～ 六郷公民館 300円

12月12日 土 スポーツ教室 ９:30～11:30 リリオス 200円

12月14日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 200円

12月16日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 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

初心者トレーニング講習会参加者募集

　トレーニングマシーンの使い方やストレッチングの仕
方の講習を行います。
期　日●12月３日～12月17日　毎週木曜日　
　　　　平成21年１月14日～１月28日　毎週木曜日　
時　間●午後７時から１時間程度
場　所●トレーニングセンターろくごう
受講料●無料
申込み●受講したい日（毎週木曜日）の前々日（火曜日）ま

でお申込みください。
申込・Yトレーニングセンターろくごう
　　　　10187（84）0033　50187（84）1315

そば打ち体験教室の参加者を募集します

　そば打ち体験をしたい方、年越しそばに挑戦しようと
思っている方、教室に参加して技術を学んでみませんか。
期　　日●12月５日（土）
時　　間●①午前９時～12時　②午後１時～４時
会　　場●六郷公民館
募集定員●午前、午後とも各５名
参 加 料●材料代として600円
持 ち 物●エプロン、三角巾、そば打ちセットをお持ち

の方はご持参ください。
講　　師●仙南そば打ち同好会
申込方法●下記まで、電話でお申込みください。
申込・Y町教育委員会社会教育課（六郷公民館内）
　　　　生涯学習班　10187（84）4915

母子・寡婦福祉資金について

　母子家庭及び寡婦の経済的自立と生活の安定、子ども
の福祉の向上を図るために、無利子又は低利子で各種資
金の貸付を行っています。お子様の大学等入学の経費に
も利用することができます。
　推薦入試やＡＯ入試で合格した場合は、今年中に入学
金等の納入を求められることがありますので、お早めに
ご相談ください。
　申請から貸付金の入金までに約１ヶ月かか
ります。なお、所得制限等で貸付けできない
ことがありますので、ご了承ください。
貸付金の主な種類
・修　学　資　金　高校・大学等に修学させるための授業

料など
・修　業　資　金　就職するなどのために必要な知識技能

を習得するのに必要な資金（自動車免
許など）

・就職支度資金　就職するために直接必要な被服、自動
車等を購入する資金

・就学支度資金　就学・修業するために必要な被服等の
購入に必要な資金

・生　活　資　金　失業中、母子家庭となって間もない（７
年未満）母、医療・介護を受けている
間の生活費、知識技能を習得している
間の生活費など

※各種申請書は、福祉保健課にありますので、ご連絡ください。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907
　仙北地域振興局福祉環境部　母子・寡婦福祉資金担当
　10187（63）5355
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寺子屋講座　東根学その１
六郷東根地域の歴史を学ぶ①
～鎧ケ崎城を始め歴史にまつわる話の数々にご期待ください～

　六郷東根に住み、また六郷東根に心を寄せる有志の方
達が集って「六郷東根地域を考える会」（仮称）が生まれま
した。第１回目の勉強会を企画しましたので、テーマに
関心のある方など、どなたでもお気軽にご参加くださ
い。
日　時●11月22日（日）　午後６時30分～
会　場●六郷交流センター（六郷東根小学校そば）
内　容●第１部　勉強会
　　　　テーマ「六郷東根地域の歴史を学ぶ①」（仮題）
　　　　　　　講師　六郷史談会副会長　岩屋朝徳氏
　　　　第２部　交流会
参加費●交流会参加者のみ　1,000円
Y六郷東根地域を考える会（仮称）　宮川　
　1080（1255）3875

健康講話を開催します

日　時●11月19日（木）　午後１時30分～
会　場●ロートピア緑泉
講　師●栗林外科医院　栗林明弘院長
内　容●健やかに生きぬくために（その４）
　　　　～運動器不安定症について～
対象者●65歳以上の方および興味のある方
参加費●無料
その他●講話の後には介護相談会も行います。ぜひご参

加ください。
Y在宅介護支援センター緑泉　10187（84）2284

子ども安全集会を開きます

日　時●11月25日（水）　午後２時～
会　場●千畑交流センター
内　容●・子どもの安全対策について（大仙警察署より）
　　　　・不審者情報について（県教育庁保健体育課より）
　　　　・子どもたちの登下校の安全対策について
　　　　　（町スクールガードリーダーより）
　　　　・童謡歌手（美郷町出身）による歌の講演
その他●どなたでも参加できます。お気軽にご参加くだ

さい。
Y町教育委員会学務課　学務班 10187（84）4914（内線2204）

美郷町商品券抽選会・当選番号のお知らせ

　平成21年度美郷町商品券抽選会の当選番号が確定しましたのでお知らせします。
【当選番号】 ★特賞（30,000円分の商品券）１本

　　　　０３１２５５　
★金賞（10,000円分の商品券）３本

００５８２０ ０３０１０２ ０４６６４２
★銀賞（5,000円分の商品券）12本

００９３４０ ０１４９７７ ０３１２８８ ０３５４５０ ０３６７３７ ０３８１５５
０３９７０１ ０４４２４３ ０４６０７２ ０４６１７６ ０４８００９ ０４８９６２

★銅賞（2,000円分の商品券）40本

００７７３６ ００７８７９ ００８６８５ ００９４３７ ００９６７６ ０３０１２２
０３０１２３ ０３０４７９ ０３３６７３ ０３３９０６ ０３５３０２ ０３５８１９
０３６３５７ ０３７２００ ０３７３５８ ０３７９３３ ０３８３２１ ０３８８７８
０３８８８１ ０４１３８１ ０４１３９６ ０４２９６８ ０４３７４０ ０４４２８２
０４４２８３ ０４４２８６ ０４５３６６ ０４５７２０ ０４６０７１ ０４６２５２
０４６２７１ ０４６５３６ ０４７０４１ ０４７３２９ ０４７３８４ ０４７７６４
０４７９６３ ０４８０５９ ０４８３３２ ０４８７５７

○当選券の引換は事務局（美郷町商工会）で行います。
○引換期間は12月18日（金）までです。引換期間を過ぎた場合は当選無効となりますのでご注意ください。
○引換の際は事務局へお電話いただければご指定の日時で引換できます。

Y美郷町商品券事業振興会（美郷町商工会内）　10187（84）0560　担当：佐々木

六郷中学校吹奏楽部ラストコンサート

　六郷中学校吹奏楽部はマーチングバンド大会で、10回
目となる全国大会出場権を獲得しました。応援してくだ
さった町民の皆様に、感謝を込めて演奏します。１部で
は吹奏楽、２部では全国大会出場を決めた華麗なステー
ジを披露します。ぜひお越しください。
日　時●11月15日（日）　午後２時開演
　　　　（午後１時30分開場）
場　所●六郷中学校体育館（旧アスパル）
入場料●無料
Y六郷中学校　10187（84）1420

ミニ展示会開催中
　はり絵同好会によるミニ展示会を開催しています。心
温まる作品がいっぱいです。ぜひご覧ください。
期　日●12月４日（金）まで
時　間●午前９時～午後５時まで
会　場●千畑交流センター　サロン
Y千畑交流センター　10187（85）2593


