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交通マナーアップ５つの実践
－ 運転者編 －

　事件解決には地域の皆さんの「理解と協力」が必要
です。早期検挙と被害の回復のために、次のことにつ
いてご協力をお願いします。
●事件に遭遇したらすぐに110番を
　110番通報により現場へ急行します。警察官の到着
や緊急配備にかかる時間が短いほど、早く犯人を見つ
けることができます。
●現場はそのまま、まず届出を
　届出が早ければ早いほど、現場には犯人に結び付く
指紋や痕跡が残っています。歩き回ったり、片付けた
りせずに、現場をそのままにして届出をしてください。
届出をしないでいると、犯人を野放しにしてしまい、
被害を増大させる可能性があります。

　記憶力・判断力が低くなっていても運転免許更新は
できますが、信号無視・一時不停止などの特定の交通
違反を更新申請前日または更新後に行っていた場合に
は、専門医の診断を受けるか主治医の診断書の提出が
必要になります。認知症と診断された場合には、免許
が取り消されます。

①子どもと高齢者を見たらスピードを落とし、人にやさし
　い運転をします。
②交差点では、「見る、待つ、ゆずる」の思いやり運転をします。
③後部座席同乗者にもシートベルトを着用させ、チャイル
　ドシートを正しく使用します。
④運転中の携帯電話は、ドライブモードまたは電源オフに
　します。
⑤余裕を持った計画を立て、ゆとりのある運転をします。

－ 歩行者・自転車編 －

～犯罪の被害にあったらすぐに届出を～

触らず  歩かず  動かさず
まず「110番」

次の点に注意しましょう

①人も自転車も交通ルールを守って、安全な行動に徹します。
②道路を横断するときは、「右見て左見て」安全を確認します。
③夜光反射材を付け、明るい服装で自分の身を守ります。
④交差点では、しっかり止まって、はっきり確認します。
⑤自転車での飲酒、無灯火、携帯電話使用などの危険な運転
　はしません。

・救急外来の受付後、症状の強さ、痛みの程度から重症度を
　４段階に分類し、重症度の高い方から順に医師が診療を行
　います。
・医学的に重症だと判断される患者様を優先して診察し、重
　症者の方の待ち時間の短縮を図ります。 
・緊急度が高くない患者様の診察が後になることもあります。 
・トリアージ（重症度の判断）は、救急診療の経験を積んだ
　看護師が行います。 

「トリアージシステム」とは…

　下記のいずれかに該当する団体が実施する事業を対
象とします。
①法人格を有する団体（NPO法人等）、企業、組合、
　教育機関等
②PTA、自治会等の地域住民団体
③規約等が定められている非営利団体で、総会等が開
　催されている任意団体、各種ボランティアグループ

日　　時●７月21日㈰　受付／午前８時30分～
会　　場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●美郷町民であること（高校生以上）
試合方法●①行政区対抗戦〔団体〕１チーム３人（シングルス）
　　　　　②個人戦（美郷町卓球選手権：男女別・年代
　　　　　　　　　　別〔50歳未満・50歳以上〕）
参 加 料●無料
申込期限●行政区対抗戦は７月16日㈫
　　　　　個人戦は当日会場でも受け付けします。
申込方法●トレーニングセンターみさとに備え付けの用
　　　　　紙でお申し込みください。
　 トレーニングセンターみさと　 ☎0187（84）0033
 　町卓球協会事務局　照井　☎090（1064）4156

日　　時●７月23日㈫　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉    
講　　師●歯科衛生士　佐々木礼子氏
内　　容●「お口のお手入れについて」
　 在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284

日　　時●７月26日㈮　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉    
講　　師●マスターフットセラピスト　長澤真貴子氏
内　　容●「自宅でできる足と爪のケアについて」
　 在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284

時　　間●午前９時～午後４時
会　　場●大曲技術専門校
受験資格●現在お勤めされている方
受 講 料●無料（テキスト代は別途）
　　 秋田県立大曲技術専門校　民間訓練支援室
 　　☎0187（62）6321

19日㈯　午後１時30分～
会　　場●美郷町公民館　ホール
入 場 料●無料
演　　奏●女性コーラス、混声合唱
曲　　目●出発の歌、仙南村民歌、赤い屋根の家　ほか
賛助出演●せせらぎコーラス　ほか
　 雁の里コーラス代表　中村裕子　☎0187（82）1521
　

日　　時●２月６日㈬　午後１時～午後４時
　　　　　※受付は午後12時30分から
会　　場●大仙市大曲交流センター
参 加 費●無料　　　　　参加企業●30社程度
■求職者の皆さんへ
　参加を希望される方は、履歴書と筆記用具を持参して
ください。事前の申し込みは不要です。平成25年３月に
大学・高等学校等を卒業予定の方も参加できます。
■企業の皆さんへ
　参加企業を募集中です。事前に申し込みが必要ですの
で、下記までご連絡ください。
　 仙北地域振興局　総務企画部　地域企画課
　 ☎0187（63）5226

　全国には、様々な理由により親元で生活できない子ど
も達が約４万人おり、今後もその数は増加する傾向にあ
ります。現在、その内の９割は乳児院や児童養護施設で
生活しており、残りの１割が里親のもとで生活していま
す。
　里親家庭をさらに増やすために、子どもへの理解と豊
かな愛情がある方の里親登録をお願いしています。詳し
くは下記までお問い合わせください。
　 秋田県子育て支援課家庭福祉班　☎018（860）1344
　 秋田県南児童相談所　☎0182（32）0500

　ホームヘルパーや福祉施設など、利用している福祉
サービスについて、不満や要望はありませんか。「思っ
ていたサービスの内容と違う」「詳しく説明してくれな
い」など、事業所に直接話しにくい場合や、話し合って
もなかなか解決しないときは当委員会にご相談ください。
　 秋田県福祉サービス相談支援センター
　（秋田県運営適正化委員会）　☎018（864）2726

特別講演●在宅医療と地域医療連携
講　　師●①聖隷浜松病院　脳神経外科部長
　　　　　　　　　　　　　　　　田中  篤太郎 氏
　　　　　②聖隷浜松病院　脳卒中リハビリテーショ
　　　　　　ン看護　認定看護師　鈴木  千佳代 氏
シンポジウム●地域医療・福祉連携普及で“どこでも
　　　　　　　誰でも安心して受けられる脳卒中診療
　　　　　　　体制の構築”をめざして

受付期間●　月　日（　）～　月　日（　）
試験期日●２月17日㈰
受験資格●18歳以上27歳未満の男子（高卒見込み含む）
身　　分●特別職国家公務員
待　　遇●週休２日制、年次休暇、宿舎費無料、食事支　　　　　給、寝具等貸与など
そ の 他●医療施設、福利厚生等充実しています。
　 自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
　 ☎0187（63）1313

★この日の年齢で講習の内容が変わります。
★この日の６カ月前から講習予備検査と高齢者講習
　が受けられます。
　※講習予備検査と高齢者講習は、公安委員会から
　　委託を受けた指定自動車教習所などで行います。
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講習予備検査の
結果に基づいた

日　　時●７月21日㈰　午前10時～午後３時
会　　場●美郷町中央公園内（雨天時は中央ふれあい館ホール）
 　六郷ライオンズクラブ事務局　
  （六郷まちづくり株式会社内） ☎0187（84）0020

日　　時●７月６日㈯　午前９時30分～正午
　　　　　（受付時間：午前９時～午前９時30分）
集合場所●名水市場「湧太郎」　國之誉ホール
コ ー ス●永泉寺→台蓮寺→圓福寺→善応寺→廣照寺
　　　　　※廣照寺で法話があります。
参 加 料●500円
募集定員●50名程度（申込多数の場合は先着順）
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。
　　 美郷町観光協会　☎0187（84）0110

日　　時●７月18日㈭　午前10時～午後４時
会　　場●仙北市角館交流センター
対　　象●独身の方、独身の子を持つ親御さん、ご家族等
相談時間●予約制で一人あたり45分以内（相談無料）
申込期限●７月10日㈬
申込内容●氏名、住所、相談希望の時間、連絡先、
　　　　　本人・家族の別
　　 あきた結婚支援センター
　　 ☎018（874）9471　ＦＡＸ018（831）0056
　　 E‐mail：akitadeai@sukoyaka-akita.com

日　　時●８月１日㈭　午後１時30分～午後４時
会　　場●横手市浅舞公民館　　　参 加 料●無料
講演内容●「実は身近な発達障害」
　　　　　～自分らしく生きることとありのままの子育て論～
講　　師●社会福祉法人あおぞら共生会（川崎市）　
　　　　　副理事長　明石洋子氏　ほか
申込方法●７月19日㈮まで下記へお申し込みください。
　　 南教育事務所仙北出張所　☎0187（63）3477
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　公共料金などと同様に自動車税の支払いも口座振替
にしてみませんか。金融機関に出向く手間が省け、納め
忘れなども防げるので安全・確実です。
県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協などに
口座をお持ちであれば、どなたでもご利用いただけます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

　公共料金などと同様に、自動車税の納付も口座振替にしてみ
ませんか。金融機関に出向く手間が省け、納め忘れなども防げ
るので安全・確実です。
　県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協などに口
座をお持ちであれば、どなたでもご利用いただけます。詳しく
は、下記までお問い合わせください。

日　時
会　場
日　時
会　場
日　時
会　場
日　時
会　場

第1回

第2回

第3回

第4回

6月23日㈰　午後2時～
大仙市　大曲交流センター
７月６日㈯　午後２時～
美郷町　中央ふれあい館
７月７日㈰　午後２時～
仙北市　角館交流センター
７月20日㈯　午後２時～
大仙市　大曲交流センター

問

申

問

問

問

申 問

申 問

申 問

問

問

問

問

問

申
問

問

講習名 期　間 定員
イチから学ぶ
Photoshop講習 ６月４日㈪、５日㈫ 10名

Excel初級コース ６月７日㈭、８日㈮ 10名

測量基礎講習 ６月14日㈭、15日㈮ 10名

マシニングセンタ
【加工】講習 ６月20日㈬、21日㈭ ５名

Wordビジネス文書
作成講習 ６月25日㈪、26日㈫ 10名

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

家族介護教室を開催します

お寺巡りを開催します

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」

町民卓球大会の出場者を募集しています

７月１日（月）は自動車税の納期限です

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」

交通遺児奨学生募集

仙北地域雇用促進就職面接会を開催します

秋田県福祉サービス相談支援センター　　　　　　　　　　
福祉サービスの苦情解決をお手伝いしています たざわこ芸術村　囲碁まつり　　　　　　　　　　　　

第12回「高橋杯争奪囲碁大会」を開催します

平成25年度秋田県市町村総合事務組合の
採用試験（大学卒）を行います

問

申 問

六郷ライオンズクラブ　東日本大震災・被災地支援
チャリティバザーを開催します
六郷ライオンズクラブ　東日本大震災・被災地支援
チャリティバザーを開催します

あきた結婚支援センター　　　　　　　　　　　　　　 
出張結婚相談「仙北地区相談会」を開催します

平成２５年度特別支援教育
かがやきミーティングを開催します

転倒予防教室を開催します

申 問

定員

10名

20名

期間講習名

7月4日㈭、5日㈮　

　７月11日㈭、12日㈮　

　

エクセルデータの分析と集計

第二種電気工事士技能試験
(上期)準備練習【入門編】

ご利用ください　口座振替納税

■第１次試験　【上級消防、上級職務経験者】
　　　　　　　日　時●９月１日㈰　午前９時～
　　　　　　　会　場●大仙市ふれあい体育館
　　　　　　　【初級消防、初級救命、初級職務経験者】
　　　　　　　日　時●９月22日㈰　午前９時～
　　　　　　　会　場●大仙市神岡農村環境改善センター
■第２次試験
　10月下旬を予定しています。詳細は第１次試験合格者
に通知します。

ご利用ください　口座振替納税

月　額
2万～4万
4万～6万
2万～4万
4万～6万
5万～10万

学　校
高校・高専
大学・短大
専修・高等
専修・専門
大学院

無利子奨学金貸与額
入学一時金
20万～60万
40万～80万
20万～60万
40万～80万

月　額
2万～4万
4万～6万
2万～4万
4万～6万
5万～10万

学　校
高校・高専
大学・短大
専修・高等
専修・専門
大学院

無利子奨学金貸与額
入学一時金
20万～60万
40万～80万
20万～60万
40万～80万

事業主負担労働者負担雇用保険料率

8.5/1000

9.5/1000

10.5/1000

5/1000

6/1000

6/1000

13.5/1000

15.5/1000

16.5/1000

業種の種類

一般の事業

建設の事業

農林水産・
清酒製造業

会　場 角館教科書センター
(仙北市総合情報センター)

　

大仙教科書センター
(大仙市大曲図書館)

開催期間

開館時間

休館日

6月14日㈮～
6月29日㈯　

　

6月14日㈮～
6月27日㈭　

午前9時～午後4時30分

　

午前9時～午後6時
(最終日は午後4時30分まで)

6月17日㈪
6月24日㈪

　

なし

大仙会場 仙北会場

　自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます。
４月１日以降に移転登録（転売等）した場合も、４月
１日現在の所有者が全額納付することになります。
　最寄りの金融機関やコンビニエンスストアで忘れず
に納付してください。

　 秋田県総合県税事務所納税部収納管理課
　 ☎018（860）3331
　 秋田県総合県税事務所仙北支所　☎0187（63）5222

試 験 日●７月28日㈰
試験会場●ノースアジア大学
申込方法●申込用紙を下記まで請求し、必要事項を記
　　　　　入のうえ提出してください。
受付期間●６月12日㈬～７月２日㈫
そ の 他●受験資格等の詳細は受験案内をご覧ください。
　 秋田県市町村総合事務組合　☎018（888）0220

　保護者が交通事故等の後遺障害で働けない場合に貸与
します。貸与を希望される方は、交通遺児育英会までお
申し込みください。

　　 交通遺児育英会　☎03（3556）0773
　　 http://www.kotsuiji.com

みんなで防ごう　水の事故
　毎年、夏になると痛ましい水の事故が発生していま
す。家族はもちろんのこと、地域のみんなで声を掛け
合って水の事故を防ぎましょう。
【このような水の事故が発生しています】
・海、川での遊泳中や魚釣り中の事故
・立入禁止区域となっている用水路等
　への転落事故
【このようなことに注意しましょう】
・子どもから目を離さないようにしましょう。
・危険な場所で遊んでいる子どもを見かけたら「危な
　いからやめなさい」とはっきり注意しましょう。
・強風や荒天のときは急な増水に注意し、遊泳や釣り
　をやめて避難しましょう。

レディース通話110番
～許さない！性犯罪　勇気を出して届け出を～

　痴漢、強制わいせつ、強姦などの性犯罪は、女性を狙
った悪質な犯罪です。レディース通話110番では、女性
警察官が性犯罪に関する電話相談に応じます。また、警
察本部内にあるレディース相談室での面接相談も行って
います。誰に話したらいいの？どこに届けたらいいの？
そんなときは一人で悩まずにご相談ください。

シートベルト  いつも乗るたび
乗せるたび

　平成25年５月末現在、自動車乗用中の死者14名の
内、４名がシートベルト非着用でした。これは後部座
席での非着用による死亡事故も含まれます。シートベ
ルトは事故の被害を軽減する大切な命綱です。車に乗
ったら全席で必ずシートベルトを着用しましょう。ま
た、小さなお子さんを乗車させるときは、年齢や体格
に合ったチャイルドシートを正しく使用し、大切な命
を守りましょう。

みんなで防ごう　水の事故

美郷交番からのお知らせ

レディース通話110番（性犯罪被害者相談）
☎0120（028）110

ツーワ １１０番

申 問

定員
10名
10名

期間
8月5日㈪、6日㈫　

　
8月8日㈭、9日㈮　

　

イチから学ぶDreamweaver
Excel 2003　POP広告作成

講習名

定員

10名

10名

期間講習名

8月5日㈪、6日㈫　

　8月8日㈭、9日㈮　

　

イチから学ぶDreamweaver

Excel 2003　POP広告作成

受付期間●７月８日㈪～８月２日㈮
受付時間●午前９時～午後４時30分（土日祝日を除く）
受付場所●大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　総務課
配布書類●受験案内・申込書は、消防本部総務課または
　　　　　最寄りの消防署・分署で配付しています。
　　　　　※ホームページからもダウンロードできます。
　　 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　総務課
　　 ☎0187（63）0150
　　 http://www.os-kouiki.org/gyoumu/syoubou/
　　 keijiban/mokuji.htm

　外国人を雇用する事業主の方は、外国人の雇入れおよ
び離職の際、その氏名、在留資格等をハローワークへ届
出することが義務付けられています。提出を怠ると30
万円以下の罰金が科せられます。
　外国人労働者の適正な労働条件・安全性の確保にご理
解とご協力をお願いします。
　 大曲労働基準監督署　☎0187（63）5151
　 ハローワーク大曲　　☎0187（63）0335

　県外在住者で県内への就職を希望する方を対象に「Ａ
ターン就職面接会」を開催します。当日は、県内企業の
採用担当者との個別面談、県職員による就職相談、定住
関連施策の説明等を行います。
日　　時●７月20日㈯　午後１時～午後４時
会　　場●八重洲ファーストフィナンシャルビル３階
　　　　 （東京都中央区八重洲1-3-7）
　 Ａターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）
　 ☎0120（12）2255

Ａターン就職面接会を開催します

「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています

六郷ライオンズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　
東日本大震災・被災地支援チャリティバザーを開催します
大曲仙北広域市町村圏組合　　　　　　　　　　　　　
消防職員採用候補者登録試験を行います
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美郷温泉振興株式会社
美郷町金沢東根字仏沢210-1

☎0187-84-4428

地域の皆さまに親しまれる温泉を目指します
よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます

美郷温泉振興株式会社

地域の皆さまに親しまれる温泉を目指します
よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます

美郷の三湯で
おくつろぎください

美郷町金沢東根字仏沢210-1
☎0187-84-3983

美郷町六郷東根字下馬転120
☎0187-84-2641

美郷町飯詰字東西法寺181-2
☎0187-83-3210

美郷温泉振興株式会社美郷温泉振興株式会社

地域の皆さまに親しまれる温泉を目指します
よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます

で
い

美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1
六郷温泉あったか山 湯とぴあ雁の里温泉千畑温泉サン・アール

美郷の湯
感謝デー

☎0187-84-3983☎0187-84-3983☎0187-84-3983

美郷の湯美郷の湯
感謝デー

７／
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●日

美郷町六郷東根字下馬転120美郷町六郷東根字下馬転120美郷町六郷東根字下馬転120
☎0187-84-2641☎0187-84-2641

美郷町飯詰字東西法寺181-2美郷町飯詰字東西法寺181-2美郷町飯詰字東西法寺181-2
☎0187-83-3210☎0187-83-3210

美郷町六郷東根字下馬転120美郷町六郷東根字下馬転120美郷町六郷東根字下馬転120 美郷町飯詰字東西法寺181-2美郷町飯詰字東西法寺181-2美郷町飯詰字東西法寺181-2美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1
☎0187-84-3983

美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1美郷町金沢東根字仏沢210-1
☎0187-84-3983

美郷町六郷東根字下馬転120美郷町六郷東根字下馬転120美郷町六郷東根字下馬転120
☎0187-84-2641☎0187-84-2641

六郷温泉あったか山六郷温泉あったか山六郷温泉あったか山 湯とぴあ雁の里温泉湯とぴあ雁の里温泉千畑温泉サン・アール千畑温泉サン・アール
☎0187-84-3983☎0187-84-3983☎0187-84-3983☎0187-84-3983

美郷の湯美郷の湯
感謝デー感謝デー感謝デー

・共通回数券（10回分）通常価格3,500円▶3,000円！！（お１人様2綴りまで）
・スタンプサービス！！ご来館の方々にスタンプ3個進呈！！

特定非営利活動法人凜々会運営

家 1号館 2号館

お問合わせ◎TEL0187-82-1170  FAX0187-73-5839（担当：伊藤、小林）
所在地◎美郷町境田字下八百刈262番地1・265番地

地域密着型グループホーム地域密着型介護付有料老人ホーム

郷
入
居
者

募
集
中
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申 問

申 問 申 問

申 問

申 問

申 問

申 問

交通マナーアップ５つの実践
－ 運転者編 －

　事件解決には地域の皆さんの「理解と協力」が必要
です。早期検挙と被害の回復のために、次のことにつ
いてご協力をお願いします。
●事件に遭遇したらすぐに110番を
　110番通報により現場へ急行します。警察官の到着
や緊急配備にかかる時間が短いほど、早く犯人を見つ
けることができます。
●現場はそのまま、まず届出を
　届出が早ければ早いほど、現場には犯人に結び付く
指紋や痕跡が残っています。歩き回ったり、片付けた
りせずに、現場をそのままにして届出をしてください。
届出をしないでいると、犯人を野放しにしてしまい、
被害を増大させる可能性があります。

　記憶力・判断力が低くなっていても運転免許更新は
できますが、信号無視・一時不停止などの特定の交通
違反を更新申請前日または更新後に行っていた場合に
は、専門医の診断を受けるか主治医の診断書の提出が
必要になります。認知症と診断された場合には、免許
が取り消されます。

①子どもと高齢者を見たらスピードを落とし、人にやさし
　い運転をします。
②交差点では、「見る、待つ、ゆずる」の思いやり運転をします。
③後部座席同乗者にもシートベルトを着用させ、チャイル
　ドシートを正しく使用します。
④運転中の携帯電話は、ドライブモードまたは電源オフに
　します。
⑤余裕を持った計画を立て、ゆとりのある運転をします。

－ 歩行者・自転車編 －

～犯罪の被害にあったらすぐに届出を～

触らず  歩かず  動かさず
まず「110番」

次の点に注意しましょう

①人も自転車も交通ルールを守って、安全な行動に徹します。
②道路を横断するときは、「右見て左見て」安全を確認します。
③夜光反射材を付け、明るい服装で自分の身を守ります。
④交差点では、しっかり止まって、はっきり確認します。
⑤自転車での飲酒、無灯火、携帯電話使用などの危険な運転
　はしません。

・救急外来の受付後、症状の強さ、痛みの程度から重症度を
　４段階に分類し、重症度の高い方から順に医師が診療を行
　います。
・医学的に重症だと判断される患者様を優先して診察し、重
　症者の方の待ち時間の短縮を図ります。 
・緊急度が高くない患者様の診察が後になることもあります。 
・トリアージ（重症度の判断）は、救急診療の経験を積んだ
　看護師が行います。 

「トリアージシステム」とは…

　下記のいずれかに該当する団体が実施する事業を対
象とします。
①法人格を有する団体（NPO法人等）、企業、組合、
　教育機関等
②PTA、自治会等の地域住民団体
③規約等が定められている非営利団体で、総会等が開
　催されている任意団体、各種ボランティアグループ

日　　時●７月21日㈰　受付／午前８時30分～
会　　場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●美郷町民であること（高校生以上）
試合方法●①行政区対抗戦〔団体〕１チーム３人（シングルス）
　　　　　②個人戦（美郷町卓球選手権：男女別・年代
　　　　　　　　　　別〔50歳未満・50歳以上〕）
参 加 料●無料
申込期限●行政区対抗戦は７月16日㈫
　　　　　個人戦は当日会場でも受け付けします。
申込方法●トレーニングセンターみさとに備え付けの用
　　　　　紙でお申し込みください。
　 トレーニングセンターみさと　 ☎0187（84）0033
 　町卓球協会事務局　照井　☎090（1064）4156

日　　時●７月23日㈫　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉    
講　　師●歯科衛生士　佐々木礼子氏
内　　容●「お口のお手入れについて」
　 在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284

日　　時●７月26日㈮　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉    
講　　師●マスターフットセラピスト　長澤真貴子氏
内　　容●「自宅でできる足と爪のケアについて」
　 在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284

時　　間●午前９時～午後４時
会　　場●大曲技術専門校
受験資格●現在お勤めされている方
受 講 料●無料（テキスト代は別途）
　　 秋田県立大曲技術専門校　民間訓練支援室
 　　☎0187（62）6321

19日㈯　午後１時30分～
会　　場●美郷町公民館　ホール
入 場 料●無料
演　　奏●女性コーラス、混声合唱
曲　　目●出発の歌、仙南村民歌、赤い屋根の家　ほか
賛助出演●せせらぎコーラス　ほか
　 雁の里コーラス代表　中村裕子　☎0187（82）1521
　

日　　時●２月６日㈬　午後１時～午後４時
　　　　　※受付は午後12時30分から
会　　場●大仙市大曲交流センター
参 加 費●無料　　　　　参加企業●30社程度
■求職者の皆さんへ
　参加を希望される方は、履歴書と筆記用具を持参して
ください。事前の申し込みは不要です。平成25年３月に
大学・高等学校等を卒業予定の方も参加できます。
■企業の皆さんへ
　参加企業を募集中です。事前に申し込みが必要ですの
で、下記までご連絡ください。
　 仙北地域振興局　総務企画部　地域企画課
　 ☎0187（63）5226

　全国には、様々な理由により親元で生活できない子ど
も達が約４万人おり、今後もその数は増加する傾向にあ
ります。現在、その内の９割は乳児院や児童養護施設で
生活しており、残りの１割が里親のもとで生活していま
す。
　里親家庭をさらに増やすために、子どもへの理解と豊
かな愛情がある方の里親登録をお願いしています。詳し
くは下記までお問い合わせください。
　 秋田県子育て支援課家庭福祉班　☎018（860）1344
　 秋田県南児童相談所　☎0182（32）0500

　ホームヘルパーや福祉施設など、利用している福祉
サービスについて、不満や要望はありませんか。「思っ
ていたサービスの内容と違う」「詳しく説明してくれな
い」など、事業所に直接話しにくい場合や、話し合って
もなかなか解決しないときは当委員会にご相談ください。
　 秋田県福祉サービス相談支援センター
　（秋田県運営適正化委員会）　☎018（864）2726

特別講演●在宅医療と地域医療連携
講　　師●①聖隷浜松病院　脳神経外科部長
　　　　　　　　　　　　　　　　田中  篤太郎 氏
　　　　　②聖隷浜松病院　脳卒中リハビリテーショ
　　　　　　ン看護　認定看護師　鈴木  千佳代 氏
シンポジウム●地域医療・福祉連携普及で“どこでも
　　　　　　　誰でも安心して受けられる脳卒中診療
　　　　　　　体制の構築”をめざして

受付期間●　月　日（　）～　月　日（　）
試験期日●２月17日㈰
受験資格●18歳以上27歳未満の男子（高卒見込み含む）
身　　分●特別職国家公務員
待　　遇●週休２日制、年次休暇、宿舎費無料、食事支　　　　　給、寝具等貸与など
そ の 他●医療施設、福利厚生等充実しています。
　 自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
　 ☎0187（63）1313

★この日の年齢で講習の内容が変わります。
★この日の６カ月前から講習予備検査と高齢者講習
　が受けられます。
　※講習予備検査と高齢者講習は、公安委員会から
　　委託を受けた指定自動車教習所などで行います。

70
〜
74
歳
の
方

75
歳
以
上
の
方

高齢者講習

講
習
予
備
検
査

免
許
証
の
更
新

高齢者講習

講習予備検査の
結果に基づいた

日　　時●７月21日㈰　午前10時～午後３時
会　　場●美郷町中央公園内（雨天時は中央ふれあい館ホール）
 　六郷ライオンズクラブ事務局　
  （六郷まちづくり株式会社内） ☎0187（84）0020

日　　時●７月６日㈯　午前９時30分～正午
　　　　　（受付時間：午前９時～午前９時30分）
集合場所●名水市場「湧太郎」　國之誉ホール
コ ー ス●永泉寺→台蓮寺→圓福寺→善応寺→廣照寺
　　　　　※廣照寺で法話があります。
参 加 料●500円
募集定員●50名程度（申込多数の場合は先着順）
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。
　　 美郷町観光協会　☎0187（84）0110

日　　時●７月18日㈭　午前10時～午後４時
会　　場●仙北市角館交流センター
対　　象●独身の方、独身の子を持つ親御さん、ご家族等
相談時間●予約制で一人あたり45分以内（相談無料）
申込期限●７月10日㈬
申込内容●氏名、住所、相談希望の時間、連絡先、
　　　　　本人・家族の別
　　 あきた結婚支援センター
　　 ☎018（874）9471　ＦＡＸ018（831）0056
　　 E‐mail：akitadeai@sukoyaka-akita.com

日　　時●８月１日㈭　午後１時30分～午後４時
会　　場●横手市浅舞公民館　　　参 加 料●無料
講演内容●「実は身近な発達障害」
　　　　　～自分らしく生きることとありのままの子育て論～
講　　師●社会福祉法人あおぞら共生会（川崎市）　
　　　　　副理事長　明石洋子氏　ほか
申込方法●７月19日㈮まで下記へお申し込みください。
　　 南教育事務所仙北出張所　☎0187（63）3477

応
募
対
象

　公共料金などと同様に自動車税の支払いも口座振替
にしてみませんか。金融機関に出向く手間が省け、納め
忘れなども防げるので安全・確実です。
県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協などに
口座をお持ちであれば、どなたでもご利用いただけます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

　公共料金などと同様に、自動車税の納付も口座振替にしてみ
ませんか。金融機関に出向く手間が省け、納め忘れなども防げ
るので安全・確実です。
　県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協などに口
座をお持ちであれば、どなたでもご利用いただけます。詳しく
は、下記までお問い合わせください。

日　時
会　場
日　時
会　場
日　時
会　場
日　時
会　場

第1回

第2回

第3回

第4回

6月23日㈰　午後2時～
大仙市　大曲交流センター
７月６日㈯　午後２時～
美郷町　中央ふれあい館
７月７日㈰　午後２時～
仙北市　角館交流センター
７月20日㈯　午後２時～
大仙市　大曲交流センター
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申

問

問

問
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申 問

申 問

問

問

問

問

問

申
問

問

講習名 期　間 定員
イチから学ぶ
Photoshop講習 ６月４日㈪、５日㈫ 10名

Excel初級コース ６月７日㈭、８日㈮ 10名

測量基礎講習 ６月14日㈭、15日㈮ 10名

マシニングセンタ
【加工】講習 ６月20日㈬、21日㈭ ５名

Wordビジネス文書
作成講習 ６月25日㈪、26日㈫ 10名

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

家族介護教室を開催します

お寺巡りを開催します

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」

町民卓球大会の出場者を募集しています

７月１日（月）は自動車税の納期限です

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」

交通遺児奨学生募集

仙北地域雇用促進就職面接会を開催します

秋田県福祉サービス相談支援センター　　　　　　　　　　
福祉サービスの苦情解決をお手伝いしています たざわこ芸術村　囲碁まつり　　　　　　　　　　　　

第12回「高橋杯争奪囲碁大会」を開催します

平成25年度秋田県市町村総合事務組合の
採用試験（大学卒）を行います

問

申 問

六郷ライオンズクラブ　東日本大震災・被災地支援
チャリティバザーを開催します
六郷ライオンズクラブ　東日本大震災・被災地支援
チャリティバザーを開催します

あきた結婚支援センター　　　　　　　　　　　　　　 
出張結婚相談「仙北地区相談会」を開催します

平成２５年度特別支援教育
かがやきミーティングを開催します

転倒予防教室を開催します

申 問

定員

10名

20名

期間講習名

7月4日㈭、5日㈮　

　７月11日㈭、12日㈮　

　

エクセルデータの分析と集計

第二種電気工事士技能試験
(上期)準備練習【入門編】

ご利用ください　口座振替納税

■第１次試験　【上級消防、上級職務経験者】
　　　　　　　日　時●９月１日㈰　午前９時～
　　　　　　　会　場●大仙市ふれあい体育館
　　　　　　　【初級消防、初級救命、初級職務経験者】
　　　　　　　日　時●９月22日㈰　午前９時～
　　　　　　　会　場●大仙市神岡農村環境改善センター
■第２次試験
　10月下旬を予定しています。詳細は第１次試験合格者
に通知します。

ご利用ください　口座振替納税

月　額
2万～4万
4万～6万
2万～4万
4万～6万
5万～10万

学　校
高校・高専
大学・短大
専修・高等
専修・専門
大学院

無利子奨学金貸与額
入学一時金
20万～60万
40万～80万
20万～60万
40万～80万

月　額
2万～4万
4万～6万
2万～4万
4万～6万
5万～10万

学　校
高校・高専
大学・短大
専修・高等
専修・専門
大学院

無利子奨学金貸与額
入学一時金
20万～60万
40万～80万
20万～60万
40万～80万

事業主負担労働者負担雇用保険料率

8.5/1000

9.5/1000

10.5/1000

5/1000

6/1000

6/1000

13.5/1000

15.5/1000

16.5/1000

業種の種類

一般の事業

建設の事業

農林水産・
清酒製造業

会　場 角館教科書センター
(仙北市総合情報センター)

　

大仙教科書センター
(大仙市大曲図書館)

開催期間

開館時間

休館日

6月14日㈮～
6月29日㈯　

　

6月14日㈮～
6月27日㈭　

午前9時～午後4時30分

　

午前9時～午後6時
(最終日は午後4時30分まで)

6月17日㈪
6月24日㈪

　

なし

大仙会場 仙北会場

　自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます。
４月１日以降に移転登録（転売等）した場合も、４月
１日現在の所有者が全額納付することになります。
　最寄りの金融機関やコンビニエンスストアで忘れず
に納付してください。

　 秋田県総合県税事務所納税部収納管理課
　 ☎018（860）3331
　 秋田県総合県税事務所仙北支所　☎0187（63）5222

試 験 日●７月28日㈰
試験会場●ノースアジア大学
申込方法●申込用紙を下記まで請求し、必要事項を記
　　　　　入のうえ提出してください。
受付期間●６月12日㈬～７月２日㈫
そ の 他●受験資格等の詳細は受験案内をご覧ください。
　 秋田県市町村総合事務組合　☎018（888）0220

　保護者が交通事故等の後遺障害で働けない場合に貸与
します。貸与を希望される方は、交通遺児育英会までお
申し込みください。

　　 交通遺児育英会　☎03（3556）0773
　　 http://www.kotsuiji.com

みんなで防ごう　水の事故
　毎年、夏になると痛ましい水の事故が発生していま
す。家族はもちろんのこと、地域のみんなで声を掛け
合って水の事故を防ぎましょう。
【このような水の事故が発生しています】
・海、川での遊泳中や魚釣り中の事故
・立入禁止区域となっている用水路等
　への転落事故
【このようなことに注意しましょう】
・子どもから目を離さないようにしましょう。
・危険な場所で遊んでいる子どもを見かけたら「危な
　いからやめなさい」とはっきり注意しましょう。
・強風や荒天のときは急な増水に注意し、遊泳や釣り
　をやめて避難しましょう。

レディース通話110番
～許さない！性犯罪　勇気を出して届け出を～

　痴漢、強制わいせつ、強姦などの性犯罪は、女性を狙
った悪質な犯罪です。レディース通話110番では、女性
警察官が性犯罪に関する電話相談に応じます。また、警
察本部内にあるレディース相談室での面接相談も行って
います。誰に話したらいいの？どこに届けたらいいの？
そんなときは一人で悩まずにご相談ください。

シートベルト  いつも乗るたび
乗せるたび

　平成25年５月末現在、自動車乗用中の死者14名の
内、４名がシートベルト非着用でした。これは後部座
席での非着用による死亡事故も含まれます。シートベ
ルトは事故の被害を軽減する大切な命綱です。車に乗
ったら全席で必ずシートベルトを着用しましょう。ま
た、小さなお子さんを乗車させるときは、年齢や体格
に合ったチャイルドシートを正しく使用し、大切な命
を守りましょう。

美郷交番からのお知らせ

レディース通話110番（性犯罪被害者相談）
☎0120（028）110

ツーワ １１０番

申 問

定員
10名
10名

期間
8月5日㈪、6日㈫　

　
8月8日㈭、9日㈮　

　

イチから学ぶDreamweaver
Excel 2003　POP広告作成

講習名

定員

10名

10名

期間講習名

8月5日㈪、6日㈫　

　8月8日㈭、9日㈮　

　

イチから学ぶDreamweaver

Excel 2003　POP広告作成

受付期間●７月８日㈪～８月２日㈮
受付時間●午前９時～午後４時30分（土日祝日を除く）
受付場所●大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　総務課
配布書類●受験案内・申込書は、消防本部総務課または
　　　　　最寄りの消防署・分署で配付しています。
　　　　　※ホームページからもダウンロードできます。
　　 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　総務課
　　 ☎0187（63）0150
　　 http://www.os-kouiki.org/gyoumu/syoubou/
　　 keijiban/mokuji.htm

　外国人を雇用する事業主の方は、外国人の雇入れおよ
び離職の際、その氏名、在留資格等をハローワークへ届
出することが義務付けられています。提出を怠ると30
万円以下の罰金が科せられます。
　外国人労働者の適正な労働条件・安全性の確保にご理
解とご協力をお願いします。
　 大曲労働基準監督署　☎0187（63）5151
　 ハローワーク大曲　　☎0187（63）0335

　県外在住者で県内への就職を希望する方を対象に「Ａ
ターン就職面接会」を開催します。当日は、県内企業の
採用担当者との個別面談、県職員による就職相談、定住
関連施策の説明等を行います。
日　　時●７月20日㈯　午後１時～午後４時
会　　場●八重洲ファーストフィナンシャルビル３階
　　　　 （東京都中央区八重洲1-3-7）
　 Ａターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）
　 ☎0120（12）2255

Ａターン就職面接会を開催します

「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています

六郷ライオンズクラブ　　　　　　　　　　　　　　　
東日本大震災・被災地支援チャリティバザーを開催します
大曲仙北広域市町村圏組合　　　　　　　　　　　　　
消防職員採用候補者登録試験を行います

問

美郷温泉振興株式会社
美郷町金沢東根字仏沢210-1

☎0187-84-4428

地域の皆さまに親しまれる温泉を目指します
よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます

美郷の三湯で
おくつろぎください

美郷町金沢東根字仏沢210-1
☎0187-84-3983

美郷町六郷東根字下馬転120
☎0187-84-2641

美郷町飯詰字東西法寺181-2
☎0187-83-3210

六郷温泉あったか山 湯とぴあ雁の里温泉千畑温泉サン・アール

美郷の湯
感謝デー

７／
21
●日

・共通回数券（10回分）通常価格3,500円▶3,000円！！（お１人様2綴りまで）
・スタンプサービス！！ご来館の方々にスタンプ3個進呈！！

特定非営利活動法人凜々会運営

家 1号館 2号館

お問合わせ◎TEL0187-82-1170  FAX0187-73-5839（担当：伊藤、小林）
所在地◎美郷町境田字下八百刈262番地1・265番地

地域密着型グループホーム地域密着型介護付有料老人ホーム
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