
９月21日～９月30日までの10日間は
「秋の全国交通安全運動」期間です
～子どもと高齢者の交通事故防止～

　用水管理システム機器と電気機械設備の点検・整備の
ため、下記の用水路を断水します。断水中は大変ご不便
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
断水期間●９月12日㈪～11月８日㈫
断水施設●１号幹線用水路
　　　　　（支用14-1・2号、15号、16号、17号、18号、
　　　　　　20号、直分18-1、22号）
問●秋田県仙北平野土地改良区　水利整備課
　　☎0187（62）0180

　湯沢市木地山高原と川原毛地獄で自然観察会を行いま
す。高原動植物の生態を観察してみませんか。
日　　時●９月18日㈰
　　　　　午前10時～午後２時30分
定　　員●先着20名
参 加 料●2,000円（交通費・食事代込み）
交通手段●道の駅「雁の里せんなん」を経由してマイク
　　　　　ロバスで移動します。詳細は下記までお問い
　　　　　合わせください。
申  ・ 問●あきたエコマイスター県南協議会事務局
　　　　　照井　☎090（4314）3284

【試験区分と実施日】

会　　場●ルポールみずほ（秋田市山王４-２-12）
受 講 料●31,080円
申込期限●９月22日㈭
申込方法●持参または郵送でお申し込みください。
申  ・ 問●㈳秋田県消防設備保守協会
　　　　　☎018（835）5880

　国民年金基金は老齢基礎年金の上積み年金として給付
を行う公的な年金制度です。年金額を自分で設計して増
減することができ、掛け金は全額「社会保険料控除」の
対象となります。受け取る年金にも「公的年金等控除」
があるなど、税制面でも優遇されています。
　次の３つの条件を満たしている方が加入できます。
①国民年金の第１号被保険者で保険料を納めている方
②秋田県内に住所のある方
③20歳～60歳未満の方
問●秋田県国民年金基金　☎0120（65）4192

　警察では犯罪などによる被害を防ぎ、県民の皆さんの
安全を守るため、各種相談に応じています。お気軽にご
相談ください。
【相談先】
 ・ 県民安全相談センター
　　　　　　　☎＃9110　または　☎018（864）9110
 ・ レディース110番（性犯罪など）　 ☎0120（028）110
 ・ やまびこ電話（少年問題など）　　 ☎018（824）1212
 ・ サイバー犯罪110番　　　　　　 ☎018（865）8110
 ・ 大仙警察署　　　　　　　　　　 ☎0187（63）3355

美郷交番からの
お知らせ

大仙警察署
美 郷 交 番

☎0187(63)3355
☎0187(84)2004

美郷北駐在所
美郷南駐在所

☎0187(85)3110
☎0187(82)1100

　夏も終わり、これから本格的な「きのこ採り」シー
ズンを迎えます。昨年の秋田県内での「きのこ採り」
による遭難発生件数は19件21人で、このうち３名の方
が亡くなっています。遭難防止のために、次のことに
ついて今一度注意しましょう。
○家族などに「行き先」「帰宅予定時間」を告げましょう。
○単独での入山はやめましょう。事故にあっても助け
　を求めることができません。
○体力や体調に合った行動をとりましょう。
○予備の食料や着替え、携帯電話、雨具、懐中電灯な
　どを準備しましょう。
○日暮れが早い時期ですので、早めに下山しましょう。

【運動の重点】
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車運転中の交通事故防止
　（反射材の着用や早めのライト点灯に心がけましょう）
○全座席のシートベルトとチャイルドシートの着用
○飲酒運転の根絶

問い合わせ

仙北平野土地改良区からのお知らせ
用水路を長期間断水します

◆むやみに歩き回らない
　体力の消耗や転落事故にあう
危険があります。
◆捜索のヘリコプターが来たら
　見通しの良い場所に移動して
居場所を知らせてください。

【万が一遭難してしまったときは】

「自然観察会」の参加者を募集しています

平成23年度消防設備点検資格者講習会のお知らせ

あなたの年金を増やしませんか？　

　夏も終わり、これから本格的な「きのこ採り」シー

きのこ採り 一人で行かず グループで
きのこ採り遭難防止

きのこ採り 一人で行かず グループで
きのこ採り遭難防止

　自動車も早めにライトを
点灯しましょう。夜間は、
対向車などが来ない場合は
ライトを上向きにして歩行
者や自転車を早めに発見で
きるようにしましょう。

【万が一遭難してしまったときは】

ローゴ ヨイクニ

９月11日は「警察相談の日」です
～安心の警察安全相談 ＃９１１０～

9月30日㈮は交通事故死ゼロを目指す日です

９月21日～９月30日までの10日間は
「秋の全国交通安全運動」期間です
～子どもと高齢者の交通事故防止～

試験区分 実　施　日
第１種 10月18日㈫～ 20日㈭
第２種 10月25日㈫～ 27日㈭
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日　時●９月３日㈯　午前11時～午後２時
会　場●町中央公園（旧六郷中央公園）
　　　※雨天の場合は町中央体育館で開催します。
問●チビッ子フェスティバル実行委員会
　　熊谷　☎0187（84）1477

　町商品券事業振興会では町内の加盟店で11,000円分の
お買物ができる商品券を10,000円で販売します。1,000円
分お得な「プレミアム付商品券」をぜひご利用ください。
販売期間●９月１日㈭ ～売り切れるまで
販 売 数●1,000セット（総額11,000,000円）
　　　　※1,000円商品券×11枚で１セットです。
　　　　　１人３セットまでの購入とさせていただきます。
【販売場所・販売時間】
　町商工会（中央行政センター１階）
　千畑地区／戸沢商店　　六郷地区／（有）黒丸
　仙南地区／小原久次郎商店、衣料の店てるい
　　　　※町商工会は午前９時～午後５時まで、各商店は
　　　　　開店時間内での販売となります。
利用期限●平成23年９月１日～平成24年１月31日
　　　　※利用期限を過ぎた商品券は無効です。
利用できる店舗●町内加盟店180店舗
　　　　※商品券販売場所で一覧表を配布しています。
　　　　　詳細は下記までお問い合わせください。
問●町商品券事業振興会（町商工会内）
　　☎0187（84）0560

　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
に無料法律相談を行います。
日　時●９月６日㈫　午後１時～午後３時
場　所●平鹿地域振興局（横手保健所）
定　員●４名　※面接時間は１人あたり30分です。
その他●託児を利用する方は、お申し込みの際にお知らせ
　　　　ください。
申・問●県中央男女共同参画センター　ハーモニー相談室
　　　　☎018（836）7846
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
　朗読と音楽で、いのちを奏でます。
日　時●９月25日㈰　午後１時30分～午後３時
場　所●横手市平鹿生涯学習センター（浅舞公民館）
入場料●無料
問●グループ木もれび
　　柴田　☎090（9034）8912

後三年鴻声の里
介護サービスを利用してみませんか？

日　　時●10月２日㈰　受付／午前８時～８時30分
会　　場●雁の里山本公園パークゴルフ場
参加資格●町民であること
競技方法●36ホール・ストロークプレーで行います。
参 加 料●無料
申込期限●９月24日㈯
申込方法●雁の里管理休憩棟または町パークゴルフ協会事
　　　　　務局に準備している申込用紙に必要事項を記入
　　　　　のうえ、お申し込みください。
申●雁の里管理休憩棟または町パークゴルフ協会
問●町パークゴルフ協会
　　会　長　斎藤新一郎　☎0182（37）2567
　　事務局　菊田　幸一　☎0182（37）3625

　
期　　日●10月９日㈰
会　　場●大仙市太田テニスコート
参加資格●町民もしくは町内に通勤・通学している方
　　　　　※中学生以上に限ります。
試合方法●お申し込みの際にご確認ください。
申込期限●９月30日㈮
申込方法●トレーニングセンターみさとに準備している
　　　　　申込用紙に必要事項を記入のうえ、お申し込
　　　　　みください。
申●トレーニングセンターみさと
　　☎0187（84）0033　FAX0187（84）1315
問●町テニス連盟・美郷ソフトテニスクラブ事務局
　　吉野　☎0187（84）2875 （FAX兼）
　　　　　　　　

　障がい者支援施設「後三年鴻声の里」では障がいのある
ご家族を介護している方のために、次のような介護サービ
スを提供しています。
【短期入所サービス】　宿泊を伴う利用
【日中一時サービス】　宿泊を伴わない日中だけの利用
　ご利用をお考えの方はお気軽にご相談ください。
問●後三年鴻声の里　安藤　☎0187（83）2035

　屋外広告物を設置する場合は、県条例により原則許可等
が必要なほか、設置が禁止されている地域や物件がありま
す。詳しくは下記までお問い合わせください。
問●仙北地域振興局建設部用地課　☎0187（63）3116

情報ひろば Misato town
INFORMATION

第７回町パークゴルフ大会の出場者を募集しています

2011美郷町チビッ子フェスティバルを開催します

「いのちを愛おしむ朗読コンサート」を開催します

第７回町ソフトテニス大会の出場者を募集しています　　

９月１日から10日は屋外広告物適正化旬間です

男女間のトラブルなどでお悩みの方へ
無料法律相談を行います

１セット10,000円で11,000円分お買物できる
プレミアム付商品券を販売します

美郷町堆肥センター

あんしん堆肥

“美郷の大地”
①15キロ／袋 420円
②2tダンプ／台 9,450円
②フレコン約500kg  3,150円

もみ殻と完熟堆肥を交換します
いよいよ稲刈りシーズンの到来です
堆肥センターでは大量のもみ殻を使用します
もみ殻の処分に困っている方、完熟堆肥と交換しますので、是非ご協力
お願いします（持込の方のみ）

時期●9月中旬より 問合わせは（株）美郷の大地まで

（株）美郷の大地 TEL：0187(85)2121 美郷町千屋字相長根132-20

今年も年内に限り、2ｔダンプ・フレコンは配達料をサービスします！
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