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特定健診結果説明会にお越しください
特定健診（40 〜 74歳）
を受けた方を対象に、下
記の日程で健診結果説明会を行います。
この説明
会は、健診結果から自分の体の状態を見て病気を
予防することに役立ててもらうために行うものです。

健診結果は当日お返ししますので、指定の日に都
合の悪い方は、お住まいの地区の最終日にお越しく
ださい。

健診結果説明会日程表
千畑
地区

日にち

５月20日
（木）

５月27日
（木）

６月３日
（木）

６月６日
（日）

六郷
地区

日にち
６月９日
（水）
６月17日
（木）

６月23日
（水）

６月27日
（日）

仙南
地区

受 付 時 間
9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
13：30 〜 14：00
14：00 〜 14：30
14：30 〜 15：00
9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
10：30 〜 11：00
9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
10：30 〜 11：00
13：30 〜 14：00
14：30 〜 15：00
15：00 〜 15：30
15：30 〜 16：00

会 場

ふれあいセンター

みさと福祉センター
（旧千畑福祉センター）

みさと福祉センター
（旧千畑福祉センター）

9：30 〜 11：00

みさと福祉センター
（旧千畑福祉センター）

4月18日に受診した方
平日に都合のつかない方

受 付 時 間

会 場

対 象 者

9：30 〜 11：00

六郷東根コミュニティセンター

5月7日、
5月10日に受診した方

9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
10：30 〜 11：00
9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
10：30 〜 11：00
13：30 〜 14：00
14：00 〜 14：30

美郷町保健センター

美郷町保健センター

9：30 〜 11：00

美郷町保健センター

受 付 時 間

会 場

５月12日
（水）

9：30 〜 11：00

飯詰コミュニティセンター

５月13日
（木）

9：30 〜 11：00

金沢西根コミュニティセンター

５月21日
（金）

9：30 〜 11：00

後三年コミュニティセンター

日にち

５月19日
（水）

５月26日
（水）
６月６日
（日）

9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
13：30 〜 14：00
14：00 〜 14：30
9：30 〜 10：00
10：00 〜 10：30
13：30 〜 14：00
14：00 〜 15：00

美郷町南ふれあい館
（旧仙南交流センター）

金沢コミュニティセンター
美郷町南ふれあい館
（旧仙南交流センター）

問い合わせ●美郷町保健センター
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対 象 者
4月6日に受診した方
4月7日に受診した方
4月8日に受診した方
4月9日に受診した方
4月12日に受診した方
4月14日に受診した方
4月15日に受診した方
4月16日に受診した方
4月19日に受診した方
4月20日に受診した方
4月21日に受診した方
4月22日に受診した方
4月23日に受診した方
4月26日に受診した方
4月26日に受診した方

☎0187（84）
4900

5月11日に受診した方
5月13日に受診した方
5月14日に受診した方
5月17日に受診した方
5月18日に受診した方
5月19日に受診した方
5月20日に受診した方
5月21日に受診した方
5月16日に受診した方
平日に都合のつかない方
対 象 者
4月6日に受診した方
4月7日に受診した方
4月8日に受診した方
4月9日に受診した方
4月12日に受診した方
4月13日に受診した方
4月14日に受診した方
4月15日に受診した方
4月16日に受診した方
4月20日に受診した方
4月20日に受診した方
4月22日に受診した方
4月23日に受診した方
4月18日に受診した方
平日に都合のつかない方

情報
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コーヒーサロン「てとて」は
5月から南ふれあい館（旧仙南交流センター）に移動します
美郷町メンタルヘルスサポーター
「てとての会」
では、
毎月第３水曜日にコーヒーサロン
「てとて」
を
運営しています。
今月からリニューアルし、
美郷町
南ふれあい館
（旧仙南交流センター）
１階入り口で
実施することになりました。
グチをこぼしたい方、
お話したい方はぷらっとお
立ち寄りください。
お待ちしています。
●コーヒーサロン
「てとて」
５月の予定
日時●５月19日
（水）
午前10時〜午後2時
（開催日については毎月
広報でお知らせします）

はじめまして
「てとての会」
です。
私たちは町のメ
ンタルヘルスサポーター養成講座などの受講を通
じて
「相手の話に心を傾けて聴く」
という勉強をし
ています。
はじめは自分の気持ちを吐き出してリフ
レッシュすることから始めました。
お互い気心が知
れるうち、
愚痴をこぼしあうことで気持ちが楽にな
れることに気がつきました。
「一人で悩まないで」
の
気持ちを皆さんにも知っていただきたく、
このサロ
ンを実施しています。
温かいコーヒーやお茶を楽しみながら、
ゆったり
とした時間を過ごしましょう。

問い合わせ●美郷町保健センター

活動資金にご協力ください！

☎0187（84）4900

―５月は「赤十字運動月間」です―

皆さんのあたたかい心が赤十字の活動を支えています。
●活動資金の使い道
・戦争や災害で苦しむ人々に ・青少年赤十字の普及と育成に
・人々の生命と安全のために ・援護活動を行う看護師養成に
・地域や高齢者福祉のために ・赤十字の医療事業の推進に
・赤十字ボランティア活動に ・輸血用血液の安全と安全供給に
問い合わせ●福祉保健課

福祉班

美郷町赤十字奉仕団の各地区
担当委員が社費納入のお願いに
伺いますので、
皆様のご協力を
お願いします。

☎0187（84）4907（内線1504）

経理事務講習会受講者を募集します
日
場
対

時●５月22日
（土）
から９月11日
（土）
の間の
毎週土曜日、
計15日間
午前10時から午後３時
所●秋田県ひとり親家庭就業・自立支援
センター研修室
象●秋田県内に住む母子家庭の母、
寡婦、
父子家庭の父、
寡夫

内
容●簿記
（基礎）
講座
受 講 料●無料
（テキスト代2,520円は実費）
定
員●20名
申込期限●５月10日
（月）
申込方法●受講希望の方は福祉保健課福祉班にご
連絡ください。

問い合わせ●秋田県ひとり親家庭・就業自立支援センター ☎018（896）1531
福祉保健課 福祉班 ☎0187（84）4907（内線1504）

企画財政課

電波測定調査を行います
地上デジタル放送が映り難い地域と携帯電話が
つながらない地域を把握し解消するため、町内全
域で電波測定調査を行います。
問い合わせ●企画財政課

調査期間●平成22年6月末まで
調査方法●調査員が各測定機器を持って、行政区
域内を車や徒歩で巡回します。

情報統計班

☎0187（84）
4901

平成22年5月
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