社会福祉法人 水交会
平成24年度の臨時職員を募集します
募集職種●支援員２名程度
勤務内容●利用者の生活支援および作業支援
勤務形態●障害者支援施設「後三年鴻声の里」
…日勤、夜勤、早番、遅番の変則勤務
障害福祉サービス事業所「まつくら」「しみず」
…日勤（利用者の送迎あり）
時
給●800円〜850円
申込方法●ハローワークを通じてお申し込みください。
申込期限●２月14日㈫
試験日等●２月21日㈫ ※小論文、面接あり。
申●ハローワーク大曲 ☎0187
（63）
0335
問●後三年鴻声の里 佐藤・久米 ☎0187
（83）
2035

美郷町商工会＆秋田大学
産学連携セミナーを開催します
商工会員以外の方も参加できます。
日 時●２月16日㈭ 午後２時〜午後３時30分
会 場●中央行政センター（旧役場六郷庁舎）２階会議室
テーマ●「高齢化社会はビジネスチャンス！」
講 師●秋田大学教育文化学部准教授 島澤諭 氏
問●美郷町商工会 伊藤 ☎0187
（84）
0560

六郷史談会
「歴史講演会」
を開催します
日
時●２月18日㈯ 午後１時30分〜
会
場●名水市場湧太郎 國之譽ホール
演
題●「米どころ仙北と秋田藩の酒造統制」
講
師●秋田大学教授 渡辺英夫 氏
入 場 料●無料
申込方法●電話でお申し込みください。
申込期限●２月16日㈭
申●美郷町学友館 鈴木 ☎0187
（84）
4040
問●六郷史談会事務局 松塚 ☎0187
（84）
0975

秋田県立大学の科目等履修生・聴講生を募集します
平成24年度前期（平成24年４月１日〜９月30日）の科目
等履修生および聴講生を募集します。
募集内容●科目等履修生…受講科目の単位が取得できます。
聴 講 生…授業の聴講はできますが、単位
は収得できません。
費
用●①入学検定料
9,800円
②入学料
28,200円
③１単位あたりの授業料：
科目等履修生 14,800円
聴講生
7,400円
募集期限●２月17日㈮
申・問●秋田県立大学
秋田キャンパス ☎018
（872）
1500
本荘キャンパス ☎0184
（27）
2000

「傾聴ボランティア講演会」
を開催します
美郷町社会福祉協議会では「心の健康づくり・自殺予防
対策」として、地域社会全体で悩みを抱える人を支援する
体制を整えるため、講演会を開催します。事前申込は不要
ですので、お気軽にご参加ください。
日 時●２月23日㈭ 午後１時30分〜
会 場●みさと福祉センター 集会室
テーマ●「やさしさについて」
講 師●藤里町 月宗寺住職 袴田俊英 氏
参加料●無料
問●美郷町社会福祉協議会 ☎0187
（85）
2294

美郷交番からの
お知らせ
インターネットでのオークションや
ショッピングは慎重に！
インターネットオークション・
ショッピングでのトラブルや詐欺
しっかり
確認 !
被害が増加しています。落札代金
やショッピング代金を送る際は、
次の点に注意しましょう。
○相手の住所地は実際にありますか。
○送金先口座に不自然な点はありませんか。
・会社名と名義人が異なる
・会社の住所と銀行支店の住所が不自然
（住所→秋田 送金先口座→東京都）
○メールだけでなく、電話や手紙で連絡してみましょう。
○代引きサービスや取引の仲介を行う『エスクローサー
ビス』などを利用しましょう。

インターネットのトラブル・被害相談は
サイバー犯罪110番 ☎018
（865）
8110 まで。
Ｅ-mail cyber110̲akita@police.pref.akita.jp

振り込め詐欺撲滅対策のために

「だまされたふり作戦」
にご協力を！
振り込め詐欺は、様々に形を変えながら巧妙な手口で
私たちの財産を狙っています。振り込め詐欺撲滅のため、
『だまされたふり作戦』にご協力をお願いします。逆に
騙されて現金を振り込まないよう、くれぐれもご注意く
ださい。
作戦その１『かまをかける』
「オレだけど…」という電話には、わざと家族でな
い名前を呼びかけてみます。
作戦その２『犯人の情報を聞き出して警察に通報する』
犯人の話を信じているふりをして、相手の口座番号
や電話番号などの情報を聞き出し、警察に通報します。

滑りませんか その運転

スピードは控えめに 車間距離は十分に
冬道の路面状況は、気温や日射量、交通量などにより
刻々と変化しています。凍結路面の制動距離（ブレーキ
を踏んでから停車するまでの距離）は、圧雪路面で通常
の３倍、アイスバーンでは６〜７倍以上必要になります。
スリップ事故にあわないようスピードを控えめにし、車
間距離を十分にとって、いつでも止まれるよう余裕を持
った運転を心がけましょう。

問い合わせ

大仙警察署
美 郷 交 番
美郷北駐在所
美郷南駐在所

☎0187（63）3355
☎0187（84）2004
☎0187（85）3110
☎0187（82）1100
平成24年2月
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町インドアソフトテニス大会 出場者募集
日
時●２月26日㈰ 午前９時試合開始
会
場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●美郷町民もしくは美郷町内に通勤・通学してい
る方（中学生以上）
試合方法●予選リーグ、決勝トーナメントを男女別に行います。
参 加 料●無料
申込方法●トレーニングセンターみさとに備え付けの申込用
紙に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
申込期限●２月12日㈰
申●トレーニングセンターみさと
☎0187
（84）
0033 FAX 0187
（84）
1315
問●町ソフトテニス協会 吉野 ☎0187
（84）
2875

町民バドミントン大会の出場者を募集しています
日
時●３月11日㈰ 午前９時試合開始
会
場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●美郷町民もしくは美郷町内に通勤・通学している方
試合方法●小学生、中学生、高校・一般の部をそれぞれ
男女別に行います。
参 加 料●無料
申込方法●電話でお申し込みください。
申込期限●２月29日㈬
申・問●町バドミントン協会 久米 ☎0187
（82）
1093

県営住宅の入居者を募集しています
単身入居はできません。申し込みにあたり、世帯の収入
基準等の条件があります。
募 集 住 宅●県営船場町住宅（大仙市大曲船場町）
募 集 戸 数●３ＤＫ ２戸
※申込者が多数の場合は抽選を行います。
募 集 期 間●２月６日㈪〜２月17日㈮
入居可能日●３月６日㈫以降
申・問●平鹿地域振興局建設部建築課 ☎0182
（32）
6206

介護者教室を開催します
興味のある方はどなたでも参加できます。事前申込は不
要ですので、皆様お誘い合わせのうえご参加ください。
日 時●２月17日㈮ 午前10時30分〜午前11時30分
場 所●ロートピア緑泉
内 容●「感染病予防について
〜あなたの手洗いは大丈夫？〜」
講 師●株式会社サラヤ 橋本裕 氏
参加料●無料
問●在宅介護支援センター緑泉 ☎0187
（84）
2284
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転倒予防教室を開催します
事前申込は不要です。お気軽にご参加ください。
日 時

テーマ

２月３日
（金）

足のトラブルについて

２月７日
（火）

楽しく動いて老化と転倒を予防しよう

時 間●午前10時30分〜午前11時30分
場 所●ロートピア仙南 地域交流スペース
講 師●マスターフットセラピスト 長澤真貴子 氏
参加料●無料
問●在宅介護支援センター仙南 ☎0187
（87）
8011

秋田大学共同研究事業
美郷町地域商業活性化ビジョン報告会・研修会
美郷町商工会では秋田大学との共同研究として、住民アン
ケートや通行量調査などを行い、商業活性化に向けてビジョ
ンを検討してきました。今回、ビジョン報告会ならびに研修
会を開催しますので、たくさんのご参加をお待ちしています。
日 時●２月８日㈬ 午後２時〜
会 場●名水市場湧太郎 國之譽ホール
講 師●秋田大学教育文化学部准教授 林武司 氏
秋田大学名誉教授 小林正雄 氏 ほか
問●美郷町商工会 伊藤 ☎0187
（84）
0560

六郷小学校音楽部 グリーンスプリングス
「第15回ありがとうコンサート」
を開催します
この一年間の活動で取り組んできた曲の中から15曲ほど
を演奏する予定です。景品付きのお楽しみコーナーもあり
ます。お気軽にお越しください。
日 時●２月12日㈰ 午後１時30分〜午後３時30分
開場：午後１時
会 場●美郷町公民館ホール
内 容●第１部 オリジナル曲
第２部 六郷中学校吹奏楽部アンサンブル
第３部 ポップス・ステージ
問●六郷小学校音楽部顧問 渡邊 ☎0187
（84）
1009

創業・独立を目指す皆さんへ
創業支援セミナーを開催します
日

程●２月12日㈰、19日㈰の２日間
※時間はいずれも午前10時〜正午まで。
会
場●中央行政センター（旧役場六郷庁舎）２階会議室
対 象 者●創業・独立開業を目指すサラリーマン・ＯＬ、退職者等
テ ー マ●
「創業に向けたここだけは押さえておきたいポイント!」
講
師●小室経営コンサルタント 小室秀幸 氏
受 講 料●1,000円（12日に受付にてお支払いください。）
申込方法●電話でお申し込みください。
定
員●10名
申込期限●２月８日㈬
申・問●美郷町商工会 高野 ☎0187
（84）
0560

