美郷交番からの
お知らせ

教科書展示会を開催します
平成27年度に使用する教科書の見本を展示します。
各教科書会社から出版された教科書を実際にご覧いた
だけますので、お気軽にご来場ください。
開催場所●大仙市立大曲図書館
開催期間●６月13日㈮〜６月26日㈭
開催時間●午前９時〜午後６時(最終日は午後４時30分
まで)

特殊詐欺の被害を
みんなで防止しましょう
今年、県内では振り込め詐欺などの「特殊詐欺」の
被害が相次いでいます。現在、警察では特殊詐欺の被
害防止のため、皆さんのお宅を訪問して被害防止を呼
び掛けています。
詐欺の手口は多様化していますが、「必ずもうか
る」「名義を貸して」「レターパックや宅配便で送金
して」などの言葉で誘い出すような電話や訪問を受け
たら、毅然な態度で断り、被害防止に努めましょう。

問 南教育事務所仙北出張所 ☎0187
（63）
3477

車両の通行は十分ご注意ください
第61回県南高等学校駅伝大会

いりませ
ん！

県南高等学校駅伝大会を、下記のとおり美郷ラベン
ダー園を発着とする周回コースで実施します。
交通規制等はありませんが、道幅が非常に狭く危険
な箇所もあるため、自家用車等で通行される際はご注
意ください。選手の安全確保上、車両で移動しながら
の応援はご遠慮くださるようお願いします。
日
時●６月19日㈭
ス タ ー ト 時 刻／女子10：50 男子12：30
ゴール予定時刻／女子12：10 男子14：40

被害を防止する
「合言葉」

悪いやつらは
「うそつき」
う … うまい話を信用しない！
そ … 相談する！
つ … つられて返事をしない！
き … きっぱり、はっきり断る！

県南
高校駅伝コース

軽トラックの交通事故に
注意しましょう

会場周辺拡大図

至大仙市

本部

●こんなときには要注意です
・農作業へ向かう途中
・病院への通院途中
・スーパーなどへの買い物へ
向かう途中
●軽トラックは車両の形状から、
衝突すると重大事故につながる恐れがあります。
●近くまでの運転でも必ずシートベルトを着用して
ください。

※スタートから
3.1キロ

男子
女子

問い合わせ

問

大仙警察署
美 郷 交 番
美郷北駐在所
美郷南駐在所

大曲農業高等学校 陸上競技部 顧問 田口
☎0187
（63）
2257

日 開催!!!
6/15●
時間◎9：00〜15：00
0
午前

山菜汁

山菜もりだくさん！

さなぶりまつり
午前

菖蒲太鼓
無料サービス パフォーマンス

10：30

先着200杯分! お早めに！

☎0187（63）3355
☎0187（84）2004
☎0187（85）3110
☎0187（82）1100

11：00

力強い演舞を見逃すな！

その他

トクリーム3種
画 ソフトクリー
特別企
どれでも200円!!
（バニラ・ラベンダー・ミックス）

美郷たぬ中＆冷したぬ中
通常500円のところ 390円！
！

先着50名様まで と数に
売店で1000円以上お買い上げの方は お楽しみ抽選会にチャレンジ
！限りがあるのでお早めに
！

道の駅

雁の里
せんなん
国道13号線金沢バイパス

☎0182-37-3000

http://www.gantaro.jp/
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自衛官候補生を募集します

「美郷検定」
を実施します

募集期限●７月４日㈮
試験期日●７月６日㈰
受験資格●18歳以上27歳未満の男子（採用時）
試験会場●陸上自衛隊 秋田駐屯地
採用時期●平成26年８月下旬〜９月下旬
待
遇●宿舎費無料、食事支給、制服・寝具等貸与など

日
時●７月６日㈰ 午前9時30分〜午前10時30分
会
場●名水市場「湧太郎」國之譽ホール
定
員●３級50名、２級40名
自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
問
申込期間●６月１日㈰〜６月20日㈮
☎0187
（63）
1313
受検資格●３級・２級とも小学校５年生以上の方
※２級は美郷検定３級合格者のみ受検できます。
平成26年度税務職員採用試験
（高校卒業程度）
のお知らせ
検 定 料●３級・２級とも一般800円、中学生以下300円
受験資格●
出題範囲●美郷町の歴史・文化・観光・産業など
①平成26年４月１日において、高等学校または中等教
※申込者には参考問題を差し上げます。
育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過
問 題 数●３級・２級とも50問・４答択一式
していない者および平成27年３月までに高等学校ま
（２級は一部記述式あり）
たは中等教育学校を卒業する見込みの者
合格基準●３級・２級とも正答率80％以上
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者
申込方法●美郷町観光情報センター
（名水市場
「湧太郎」
申込期間●
内）
に備え付けの申込用紙に必要事項を記入
【インターネットによる申込】６月23日㈪〜７月２日㈬
の上、検定料を添えてお申し込みください。
【郵送、持参による申込】
６月23日㈪〜６月26日㈭
そ の 他●受検された方全員に記念品を差し上げます。
合格者には合格者証を交付します。また、
仙台国税局人事第二課 試験研修係
問
今年は秋にも開催予定です。日程等は決まり
☎022
（263）
1111
（内線3236）
次第お知らせします。
申・問 美郷町観光協会 ☎0187
（84）
0110

「第２回 秋田・美郷町ふるさと会」
を開催します
昨年たくさんの皆さまからのご支援とご協力を得て発
足した「秋田・美郷町ふるさと会」の第２回総会・懇親
会が開催されます。
今年のテーマは『かだって（参加）たんせ、ODO
（おど）もABA（あば）も。かだって（語る）たんせ、
おらだのふるさと美郷町。』です。皆さまお誘い合わせ
のうえご来場いただき、夏のひとときを楽しく、にぎや
かにお過ごしください。（幹事一同）
日
時●７月13日㈰ 総会／午前11時〜 懇親会／正午〜
会
場●グランドプリンスホテル高輪
（Ｂ１プリンスルーム）
東京都港区高輪３-13-１
会
費●男性10,000円、女性8,000円
※事前にお申し込みいただいた方が対象となります。
※会員も随時募集しています。
問

秋田・美郷町ふるさと会 幹事長 佐々木
☎048
（591）
7054

「法務局夕方なんでも相談所」
を開設します
日
時●６月12日㈭ 午後５時〜午後７時
（午後６時45分受付終了）
会
場●秋田地方法務局大曲支局
相談内容●①登記（相続、売買、境界トラブルなど）
②戸籍（婚姻、離婚など）
③供託（地代、家賃、給与差押えなど）
④人権（近隣関係、いじめなど）
相 談 員●法務局職員
相談方法●面接相談と電話相談
（相談時間は30分程度）
※予約不要、相談無料です。
問 秋田地方法務局大曲支局総務係 ☎0187
（63）
2100
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「新庄市制６５周年記念元気まつり」
ツアー 参加者募集
奥羽本線の利用拡大と山形新幹線延伸運動PRの一環
として、山形デスティネーションキャンペーンの開幕に併せ
を開催します。
た
「新庄市制６５周年記念元気まつりツアー」
日
時●６月14日㈯ 午前９時 ４ 分 JR大曲駅出発
午後５時22分 JR大曲駅到着
料
金●大人 1,500円、子ども 1,000円
（新庄までの往復料金、100円商店街買物券
1,000円分を含む）
定
員●30名 ※定員になり次第締め切ります。
申込受付●６月１日㈰より受付開始
申・問 羽後交通観光湯沢営業所 ☎0183
（73）
1151

秋田県立近代美術館特別展
「大原美術館展」
を開催します
開催期間●７月19日㈯〜９月15日
（月・祝）
開館時間●午前９時30分〜午後５時
（入館は午後４時30分まで）
■大原理事長＆高階館長による記念講演会
【第１部】「倉敷と大原美術館の物語」
講師●大原 謙一郎 氏
（大原美術館理事長）
【第２部】「絵画の冒険〜モネから鴻池朋子まで」
講師●高階 秀爾 氏
（大原美術館館長）

開催日時●７月19日㈯ 午後１時30分〜午後３時45分
会
場●秋田県立近代美術館６階研修室
参 加 料●無料
定
員●100名
申込方法●６月19日㈭より、はがき、FAX、メール、電
話で受付します。次の①〜④をお知らせくださ
い。①イベント名（記念講演会）、②氏名、③
電話番号、④居住市町村名
問

秋田県立近代美術館 ☎0182
（33）
8855
FAX0182
（33）
8858 E-mail：akitamma@rnac.ne.jp

