◆美郷町中央行政センター、美郷町南行政セン
ターで業務を行う事業所をお知らせします

◆美郷町社会福祉協議会の事務所が１か所
にまとまります
美郷町社会福祉協議会は、六郷・仙南両地区の事務
所を廃止し、４月１日から
「みさと福祉センター」１か所に
まとまります。
これからも
「美郷町で生活する一人ひとり」の福祉向上
のため、今まで以上にきめ細かい福祉事業を展開してま
いりますので、ご理解とご協力をお願いします。

みさと福祉センター（旧千畑福祉センター）

４月１日から、美郷町中央行政センター
（役場旧六郷庁
舎）および美郷町南行政センター
（役場旧仙南庁舎）で業
務を行う事業所をお知らせします。
【美郷町中央行政センター
（役場旧六郷庁舎）】
・みさぽーと ☎ 0187
（84）4922
0187
（84）3938
・
（社）美郷町シルバー人材センター
0187
（84）0407
☎0187
（84）0307
・美郷町商工会
0187
（84）0565
☎ 0187
（84）0560
（84）1479
・六郷町土地改良区 ☎・ 0187
【美郷町南行政センター
（役場旧仙南庁舎）
】
・(財)秋田県総合保健事業団県南健診センター
0187
（83）2115
☎ 0187
（84）3811
（代）
（83）2379
・仙南土地改良区 ☎・ 0187

◆秋田県合同就職面接会を開きます

〒019-1541 美郷町土崎字上野乙６−１
美郷町社会福祉協議会
☎0187
（85）2294
0187
（85）2291
美郷町介護事業所
☎0187
（87）6128
0187
（87）6680

県内企業採用担当者の個別面談、ハローワーク職員に
よる就職相談等を行います。入退場自由、入場無料、事
前申込不要です。
対象●平成23年３月に大学・短大・高専・専修学校等を
卒業予定の学生
（一部の企業では既卒者も可）
【東京会場】
◆美郷町商工会の事務所を統合し移転します
日時●４月15日（木）午後１時〜４時（受付正午〜）
美郷町商工会は、千畑・六郷・仙南の各事務所を３月
会場●中野サンプラザ
（東京都中野区中野４−１−１）
31日で閉所しました。４月１日から事務所を移転し、美郷
【秋田会場】
町中央行政センター
（旧六郷庁舎）で業務を行います。
日時●５月６日
（木） 午後12時30分〜４時30分
（受付11時30分〜）
美郷町商工会
（4月1日〜）
会場●秋田ビューホテル
（秋田市中通２−６−１）
〒019-1404 美郷町六郷字上町21番地
秋田県産業経済労働部雇用労働政策課
（美郷町中央行政センター１階）
（860）
2335
Ａターン・若年者支援班
☎018
0187
（84）0565
☎0187
（84）0560
018
（860）
3833

◆「春の青少年健全育成運動」実施中です
青少年が心身ともに健やかに成長することを願い、将
来の秋田を担う心豊かでたくましい青少年を育成するた
め、青少年健全育成運動を実施しています。
●家庭での語らいや、ふれあいの時間を多く持ちましょう。
●家庭でのしつけ、ルール、手伝いなどについて話し合
い、実行しましょう。
●子どもが様々な体験を通して成長できるよう、家族や
地域の大人と参加できる地域体験活動やボランティ
ア活動などに積極的に参加しましょう。
●大人が積極的に子どもへあいさつや声かけをしましょう。
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）☎0187(84)4915

春 です、 土づくり です

大好評

販売中！
あんしん堆肥

◆平成 22 年度慰霊巡拝について
厚生労働省では、旧主要戦域等において戦没者を慰
霊するため、遺族を対象とした慰霊巡拝を実施していま
す。平成22年度は下記地域で実施予定ですので、参加
を希望される場合は下記までお問い合わせください。
（実施地域）
旧ソ連、中国、インドネシア、東部ニューギニア、ミャンマ
ー、マリアナ諸島、トラック諸島、フィリピン、ギルバード
諸島、硫黄島
秋田県健康福祉部 福祉政策課 保護・援護班
（860）
1318
☎018

美郷町堆肥センター
日曜日も営業します

日曜日営業期間●3月1日〜 5月30日まで
営 業 時 間●午前8：00〜午後5：00まで
フレコン、バラ堆肥の運搬・散布も承ります。
420円 問い合わせは、下記へお願いします。

◆大曲技術専門校のスキルアップセミナー

募集人員●若干名（個人またはグループ）
募集要件●・農産物・農産加工品を年間を通じてを
【第二種電気工事士筆記試験準備講習】
（定員20名）
販売できる方
５月11日
（火）・12日
（水）・18日
（火）・19日
（水）
・美郷町に住所を有する方で直売組合に
【マニシングセンタ
（加工作業）講習
（新人対象）
（定員５名）
】
加入し組合事業に参加できる方
５月12日
（水）・13日
（木）
【技能検定
（家具製作）対応木工継手加工技術講習】
（定員３名） 説 明 会●後日連絡します。
申込方法●４月30日（金）まで、道の駅雁の里せんな
５月12日
（水）・６月16日
（水）・17日
（木）
【ゼロから学ぶホームページ作成講習】
（定員10名）
んにご連絡ください。
５月13日
（木）・14日
（金）
道の駅雁の里せんなん ☎0182（37）3000
時
間●午前９時〜午後５時
◆自衛官を募集します
会
場●大曲技術専門校
一般幹部候補生及び一般曹候補生を募集します。
受講資格●現在お勤めしている方
◎一般幹部候補生
受 講 料●無料
（テキスト代は自己負担）
受付期間●４月１日（木）〜５月10日（月）
申込・ 大曲技術専門校 民間訓練支援室
試験期日●５月15日（土）
（62）
6321
☎0187
受験資格●20歳以上26歳未満の者（22歳未満の者
は大卒（見込含む））
◆消防設備士試験準備講習会を開きます
◎一般曹候補生
平成22年度消防設備士試験
（8月22日
（日）開催）の受
受付期間●４月１日（木）〜５月10日（月）
験者のための試験準備講習会を次のとおり開きます。
試験期日●５月22日（土）
実施日程・種類および会場●
受験資格●18歳以上27歳未満（高在生除く）
自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
日程
講習の種類
会場
☎0187（63）1313
5/25
（火）〜 26
（水） 第１類（甲・乙）
秋田市山王
4丁目2-12
5/27
（木）〜 28
（金） 第４類（甲・乙）
◆社会福祉法人六郷仙南福祉会のパート職
ルポールみずほ
員を募集します
018（862）2433
5/31
（月）〜 6/1
（火） 第６類（乙）
募集人員●訪問介護員（ヘルパー） 若干名
受 講 料●県消防設備点検保守協会会員 10,500円
必要資格●ヘルパー２級以上または介護福祉士資格
非会員 13,650円
勤務場所●ロートピア緑泉訪問介護事業所
受付期間●４月12日
（月）〜４月30日
（金）
美郷町六郷字作山187番地
申込・ （社）秋田県消防設備保守協会
勤務形態●1日6時間程度（勤務時間は相談に応じます。）
（秋田県畜産会館3階）
応募方法●申込はハローワークを通じて行ってください。
（835）
5880
018
（835）
5882
☎018
申込・ ハローワーク大曲 ☎0187
（63）
0335
ロートピア緑泉 担当：佐藤 ☎0187
（84）
3636

◆大曲青年会議所の一般公開定例会に参加
しませんか

大曲青年会議所では、
『雄物川』の魅力と将来につい
て語るパネルディスカッションを開催します。事前申し込
みは不要です。お気軽にご参加ください。
日 時●４月23日（金）午後７時〜９時（受付午後６
時15分〜）
会 場●大仙市大曲交流センター
テーマ●『今、改めて知ろう。雄物川の魅力〜そして
将来（みらい）へ〜』
コーディネーター：秋田県観光連盟専務理事石
塚友寛氏、パネリスト：NPO法人秋田パドラー
ズ理事長船山仁氏、観光カリスマ山田桂一郎
氏 ほか
参加料●無料
(社)大曲青年会議所 ☎0187
（62）0883
URL：http://omagarijc.jp/

美郷の大地

①15キロ／袋
②軽トラ800ℓ
（自己取り） 2,600円
③フレコン1000ℓ
（自己取り）3,150円

（株）美郷の大地
39 広報美郷

平成 22 年 4 月号

一緒に地域循環型農業を目指しましょう！

TEL 兼 FAX：0187（85）2121

美郷町千屋字相長根 132-20

◆道の駅で農産物を販売しませんか
雁の里農産物直売組合では、道の駅雁の里せんなん
の農産物直売所で農産物・農産加工品を年間を通じ
て販売できる方を募集しています。

◆無料法律相談を行います
日 時●４月13日（火） 午後１時〜３時（１人30分）
会 場●平鹿地域振興局環境福祉部（横手保健所）
定 員●４名
対 象●男女間のトラブルなど法的な解決を必要と
する方。どなたでもご利用できます。
その他●託児あり（要予約）
申込・ 秋田県中央男女共同参画センター
ハーモニー相談室 ☎018（836）7846

◆借金でお悩みの方へ
多重債務談窓口をご利用ください
東北財務局秋田事務所では、借金を抱えお悩みの方
からの相談に応じています。借金問題はさまざまな
方法で必ず解決できます。お気軽にご相談ください。
相談窓口●財務省東北財務局
秋田財務事務所理財課
秋田市山王７丁目１−４ 秋田第二合同庁舎３階
受付時間●月曜日〜金曜日（祝祭日、年末年始除く）
午前８時30分〜午後５時15分
電話番号●018（862）4196
広報美郷 平成 22 年 4 月号 38

