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無料調停相談会を開催します

男女間のトラブルでお困りの方へ
無料法律相談を行います

Misato town
INFORMATION

お知らせ
子ども・子育て支援推進仙北地区協議会主催
「みんなの子育て応援し隊!!」
を開催します
親子で楽しめる「人形劇観賞」「読み聞かせ」などを
行います。みなさんのおいでをお待ちしています。
日時●11月７日㈰ 午前10時30分〜午後３時
会場●大仙市神岡農村改善センター（嶽の湯隣り）
問●大仙保健所 ☎0187-63-3403

羽州街道
「ど真ん中」
標柱建設記念イベント
「美郷まちおこしフォーラム」
を開催します
日 時●11月13日㈯、14日㈰
会 場●名水市場「湧太郎」國の誉ホール
内 容●
13日㈯ 午後１時30分開始
記念講演：
「羽州街道と六郷宿」
秋田大学教育文化学部教授 渡辺秀夫 氏
フォーラム：
「羽州街道をテーマの地域づくりから学ぶ」
交 流 会：参加費4,000円
※フォーラム・記念講演のみの参加は無料です。
14日㈰ 午前10時開始
まち歩き：
「歴史・文学史跡を中心に」
※２日目のみの参加も可能です。
問●美郷町観光情報センター ☎0187-84-0110

東北農政局秋田農政事務所主催
食に関する意見交換会を開催します
消費者の視点に立った食品安全行政を推進するため、
消費者・生産者・事業者等の意見交換会を開催していま
す。
日
時●11月18日㈭ 午後１時30分〜３時30分
会
場●大仙市立大曲中央公民館 １階 大研修室
内
容●テーマ「地産地消」
講師 有限会社 華の豆会 山内 みどり 氏
定
員●30名 ※参加費は無料です。
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。
申込期限●11月10日㈬
申 ・ 問●秋田農政事務所 ☎0187-63-3220

男女間のトラブルなど法的な解決を必要とする方を対
象に無料で相談に応じます。
日 時●11月９日㈫ 午後１時〜３時（１人30分）
場 所●平鹿地域振興局（横手保健所）
定 員●４名（託児所あり）
※相談、託児所ともに予約が必要です。
申・問●県中央男女共同参画センター
☎018-836-7846 FAX 018-836-7854

税金の無料相談会を開催します
11月11日㈭から17日㈬は税を考える週間です。東北税
理士会大曲支部の会員が無料で相談に応じますので、お
気軽にご相談ください。
日時●11月14日㈰ 午前９時30分から午後３時頃
会場●サンクエスト大曲
問●東北税理士会大曲支部 ☎0187-62-2801

労働トラブル110番を開催します
賃金未払い、サービス残業等に関する労働問題につい
て、司法書士が無料で電話相談に応じます。
日 時●11月23日㈫ 午前10時〜午後４時
相談先●秋田県司法書士会 ☎018-824-0187
☎018-824-0055（当日のみ）

新規高校卒業予定者
全県合同就職面接会を開催します
来春の高卒予定者と県内事業所を対象とした面接会を
開催します。参加を希望される県内事業所は所定の用紙
（県ホームページからダウンロード可）により、11月12
日㈮まで下記へお申し込みください。
日 時●11月25日㈭ 午後１時〜４時（受付 正午〜）
会 場●秋田ビューホテル
入場料●無料
申・問●県雇用労働政策課 ☎018-860-2336
FAX 018-860-3833

第３回秋田マックセミナーを開催します
し へき

アルコールや薬物、ギャンブルなど嗜癖による依存か
らの回復をテーマにセミナーを開催します。
日 時●11月27日㈯ 午後１時〜
会 場●秋田大学保健学科 １階 大講義室
講 師●精神科専門医 猪野 亜朗 氏
※参加費は無料です。申し込みは必要ありません。
問●特定非営利活動法人 秋田マック ☎018-874-7021

内容●土地・建物・サラ金等金銭のもめごと・家庭内の
問題全般
日時●11月９日㈫ 午前10時〜午後３時
会場●秋田地方裁判所大曲支部 ３階
問●大曲調停協会 ☎0187-63-2033

時間額は645円
秋田県最低賃金が変わりました
11月３日から秋田県最低賃金が時間額645円に変わり
ました。秋田県最低賃金は臨時、パート、アルバイト等、す
べての労働者に適用され、労使合意のうえであったとし
ても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは最低賃
金法違反となります。
問●秋田労働局賃金室 ☎018-883-4266

オウム真理教犯罪被害者等給付金の
申請を受け付けています
この給付金は、オウム真理教による犯罪行為（地下鉄
サリン事件、松本サリン事件、その他法律で定められた
事件）により、亡くなられた方の遺族、負傷を負った方
または障害が残った方（既に亡くなられている場合はそ
の遺族）に支給されます。
申請期限●12月17日㈮
※やむを得ない理由で期限まで申請できなか
った場合は、その理由がやんだ日から６ヶ
月以内に申請することができます。
問●大仙警察署警務課被害者支援係 ☎0187-63-3355
県警察本部警務課被害者支援室 ☎018-863-1111

募

集

あきたふるさと手作りＣＭ大賞2010
番組収録観覧者を募集しています
収録日時●11月23日㈫ 午後１時〜
収録会場●秋田県児童会館けやきシアター
申込方法●はがき裏面に、住所・氏名・年齢・職業・電
話番号・観覧希望人数を明記のうえ、下記ま
でご応募ください。
ＡＡＢホームページまたは携帯サイトからも
応募できます。
申込期限●11月10日㈬ 必着
申●〒010-0941 秋田市川尻町大川反233-209
秋田朝日放送「ふるさとＣＭ大賞観覧希望」係
問●販促事業部 ☎018-888-1505

雇用保険を受給できない求職者の方へ
職業訓練の受講生を募集しています

12月1日㈬オープン

新 設
小規模多機能型居宅介護事業所

ご利用者様
募集中!

新 設
適合型高齢者専用賃貸住宅

お気軽にお問い合わせ下さい

喜楽館

ぬくもりの家

グループホームサンピア
33 広報美郷

平成22年11月

〒019-1404

美郷町六郷字熊野118-1

☎0187-84-3589
（担当：大久保、
伊藤）

☎0187-84-3589

訓練科名●基礎からはじめるビジネスパソコン科
訓練期間●12月16日㈭〜平成23年３月18日㈮
訓練場所●大曲地域職業訓練センター
受 講 料●無料
（ただし教材代として１万円程度が必要）
訓練手当●単身者 月額10万円
扶養家族を有する者 月額12万円
※詳細は大曲職業訓練センター（☎0187-62-1726）
までお問い合わせください。
申込期限●11月12日㈮
申●ハローワーク大曲 ☎0187-63-0335

社会福祉法人六郷仙南福祉会の看護職員を募集します
【急募】看護職員を次のとおり募集します。
募集内容●看護師または准看護師 正職員１名
受験資格●午前７時から午後７時の間で変則的な勤務が
可能な方（夜勤なし）
勤務場所●特別養護老人ホーム ロートピア仙南
試験方法●面接試験
申込方法●申し込みはハローワーク（☎0187-63-0335）を
通じて行ってください。
問●ロートピア仙南 担当：月輪☎0187-87-8010

社会福祉法人六郷仙南福祉会の正職員を募集します
六郷仙南福祉会では、平成23年４月以降に採用予定の
介護職員の採用試験を、次のとおり行います。
募集内容●介護職員 若干名
受験資格●夜勤のできる方で、次の資格のいずれかを有
する方、または平成22年度中に取得見込みの
方。【必要資格】介護福祉士資格、社会福祉
主事任用資格、介護支援専門員資格
勤務場所●特別養護老人ホームロートピア緑泉または
特別養護老人ホームロートピア仙南
応募方法●履歴書（写真付き）１通を11月19日㈮までに
ロートピア緑泉に提出してください。
採用試験●教養試験、作文、面接（詳細は後日連絡）
申 ・ 問●〒019-1404 美郷町六郷字作山187
六郷仙南福祉会 事務局（ロートピア緑泉内）
担当：佐藤、加藤 ☎0187-84-3636

６回美郷町民バスケットボール大会の
参加者を募集します
日
時●12月５日㈰ 開場 午前８時30分
会
場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●町民または町内に通勤通学している高校生以
上の男女（１チーム６割以上が町民であれば
可）。１チームは５名以上で、高校生がプレー
する場合は、コート内に１名までとする。
試合方法●・試合時間 ７分４クォーター（計28分）
・組み合せ抽選は当日に行う。
・男女とも50歳以上の選手は得点を倍とする。
申込方法●トレーニングセンターみさとに備え付けの用
紙でトレーニングセンターみさとまたは下記
事務局へお申し込みください。
申込期限●11月26日㈮
申 ・ 問●町バスケット協会事務局 熊谷
☎090-4318-8644

「元気なふるさと秋田づくり県民運動」
顕彰の
対象者を募集しています
仙北地域振興局では、
自主的、
主体的に地域づくり活動に取
り組み、
他の模範となっている団体・個人を募集しています。
応
募いただいた中から選考のうえ受賞者を決定し、
表彰します。
募集対象●大仙市、仙北市、美郷町にある団体・個人で
次の要件を満たす者。
①地域において、地域のための活動に継続的に
取り組んでいること。
②活動が今後も地域で広がることが見込まれ、
他の模範となっていること。
応募方法●推薦調書を下記まで提出してください。
※他薦も可
募集期限●11月30日㈫
申 ・ 問●仙北地域振興局 地域企画課
☎0187-63-5114
平成22年11月
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