元気に育ってね！
５月 日にすこやか園で祖父母参観

が行われ︑５歳児の皆さんと一緒にサツ

美郷町は平成 年 月１日で
合併 周年です︒

「広報美郷」
は美郷町のホームページでも公開しています。 http：//www.town.misato.akita.jp/

マイモの苗植えを行いました︒

未来にひらく 美しいまちを ともにつくります

北海道中富良野町と交流が

心豊かに 健やかに

❷ 始まりました
日本航空連携

❹ 大田区子どもガーデンパーティー
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私たちは 自然を愛し
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ラベンダーが広げる交流の輪

28

北海道中富良野町

人 口●5,308人
世帯数●2,175世帯

美郷町

北海道中富良野町と交流が
始まりました

のう し はや ざき

こ

町役場の位置

（平成26年3月現在）

中富良野町は北海道の中央部・富良野盆地
に位置し︑自然と景観に恵まれたまちです︒
町営ラベンダー園からは︑穏やかな十勝岳
連峰を眺めることができます︒このラベンダ
ーを楽しもうと︑年間約 万人が中富良野町
を訪れています︒また︑盆地の中央部は豊か
ひよく
な農業地帯となっており︑肥沃な大地からメ
ロン︑スイカ︑タマネギ︑ニンジン︑アスパ
ラガスや︑町を挙げて取り組んでいるクリー
ン米などが生産され︑北国の農産物の宝庫と
いわれています︒

中富良野町

◆町の花
︵ラベンダー︶

▲美郷町へ贈呈していただいたラ

北海道空知郡
中富良野町本町９番１号

面 積●108.70㎢

ベンダー
「濃紫早咲」
。
早咲きで花色は濃い紫色をして
おり、つぼみの頃から美しく、
見ごろが長い品種です。

■木佐町長
（写真左）
に
美郷雪華の苗と目録を手渡す松田町長
■美郷雪華

のたび︑町では︑町の花﹁ラベンダー﹂のつな
がりで︑ラベンダーの本場である北海道の中富
良野町と交流することになりました︒

５ 月９日には︑松田町長が北海道中富良野町を訪問し︑
町のオリジナル品種﹁美郷雪華﹂の苗150株を同町の木
佐剛三町長へ贈呈してきました︒町外のラベンダー園で美
郷雪華が栽培されるのは今回が初めてです︒広大な北海道
の地に美郷町の宝でもある﹁美郷雪華﹂が舞い降りました︒
町では︑ラベンダーの本場でもある北海道中富良野町の
ラベンダー園で美郷雪華が紹介されることで︑観光客など
に美郷町のことを知っていただき︑美郷町を訪れるきっか
けになればと期待しています︒
５月 日には︑北海道中富良野町からも木佐町長はじめ
安井士八町議会議長が来町され︑同町で育ったラベンダー
の苗150株が贈呈されました︒いただいた苗は美郷町ラ
ベンダー園の一角に植えています︒６月 日からの﹁美郷
町ラベンダーまつり﹂の頃には見ごろを迎える予定ですの
で︑ぜひお越しいただき︑北海道中富良野町の広大な大地
で育ったラベンダーをご覧ください︒
今後もお互いの町の花であるラベンダーを中心に︑さま
ざまな角度から交流を図っていきます︒
21

入園
無料

美郷町
ラベンダーまつり
６月28日㈯〜７月13日㈪
午前９時〜午後５時
（摘み取り体験受付は午後４時30分まで）

ラベンダーの
摘み取り体験

園内を一周する
こぐまちゃん号

一定容器に詰め放題、
１回３００円
（ラベンダー園開園期間中限定）

期間中土・日 運行予定

問い合わせ◎町商工観光交流課 ☎0187
（84）
4909

！
！
土 開催
●
8
2
/
6

美郷町
べごっこまつり
時間◎午前9時〜午後1時
会場◎大台野広場イベント棟(ラベンダー園向かい)

牛肉の格安販売と現地焼き肉コーナー!
その他参加型イベントも開催！
問い合わせ◎町農政課 ☎0187
（84）
4908
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■町営ラベンダー園から見下ろす風景

飛行機に乗って友好都市・大田区へ行ってきました！
日本航空連携

大田区子どもガーデンパーティー
スカイ

4月20日に東京都大田区の多摩川緑地区民広場で 第
63回大田区子どもガーデンパーティー が開かれ、町内
の小学校４〜６年生児童と保護者の皆さん13組26名が
参加しました。今回の日程では、本町と連携協力協定を
締結している日本航空株式会社（JAL）の協力を得て、前

ミュージアム

日19日に同社のJAL工場見学〜SKY MUSEUM〜や訓練
センターを見学しました。参加者の皆さんは、友好都
市・東京都大田区での１泊２日の日程でどんなことを体
験し、どんなことを感じたのでしょうか。子どもたちの
感想文と保護者の皆さんの声をご紹介します。

普段見ることのできない光景に驚きの連続

JAL工場見学 〜SKY MUSEUM〜
程初日の19日、秋田空港発の飛行機で羽田空港に降り立った参加
者の皆さん。まず初めに向かったのは、JALの格納庫や整備場など
の機能を持つ メインテナンスセンター です。この施設では、 JAL工
参加し、飛行機が飛ぶ仕
場見学〜SKY MUSEUM〜 という見学コースに参加し、飛行機が飛ぶ仕
士、客室乗務員などの仕
組みや構造などを映像を通して学んだほか、整備士、客室乗務員などの仕
事紹介エリアや歴代航空機の歴史展示などを見学
しました。また、格納庫では実際に整備士が作業
している姿や本物の飛行機を間近で見学しました。
実際の飛行機内をそのままに再現した訓練セン
ターの見学では、国際線ファーストクラスシート
やビジネスクラスシートの座り心地を体験しなが
ら、機内サービスについて学びました。普段は目
にすることのできない飛行機内の光景に、子ども
たちはもちろん、保護者の皆さんも目を輝かせて
いました。

日

遊びを通して友好都市の文化に触れる
遊びを
好都市の文化に触れる

子どもガーデンパーティー
子ども
程２日目の20日には、大田区六郷地区で開催された 第
63回大田区子どもガーデンパーティー に参加しました。
このイベントは、区内10会場で毎年開催されているもので、地
域の皆さんの手による子どもたちのためのお祭りです。参加した
児童と保護者の皆さんは、模擬店や遊びのコーナーを思い思いに
巡り、この一大イベントを楽しんだほか、同区六郷地区に伝わる

日

たこ

郷土玩具 六郷のとんび凧 作りを通して友好都市・大田区の歴
史や文化への理解を深めました。当日は曇り空で風が強く吹いた
ものの、風を受けていきいきと空を舞うとんび凧のように、会場
いっぱいに駆け回る子どもたちの姿が見受けられました。
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楽しかったガーデンパーティー

ガーデンパーティー

千畑小学校５年 松田 陽生

六郷小学校６年 大坂 崇翔

初めての飛行機は少し緊張したけど、
離陸するときは緊張もなくなってとても
楽しかったです。離陸してから５分位経
つと、高度がどんどん高くなって、下を
見たら景色がすごくきれいでした。羽田
空港に近づくとスカイツリーが見えまし
た。着陸のときはすごいブレーキでびっ
くりしました。工場見学では、武蔵くん
と一緒にコックピットの模型に座ってい
ろいろなボタンを押しました。訓練施設
には飛行機の中で使うものがたくさんあ
りました。客室がリアルに再現されてい
て、滅多に乗れないファーストクラスの
席に座りました。
２日目はガーデンパーティーに参加し
ました。楽しいものや美味しいものがい
っぱいありました。僕は、武蔵くんと一
緒に綱渡りをしたり、スライムを作った
りしました。とても楽しかったです。僕
は、この旅行を通して、パイロットや整
備士の仕事はとっても大変だと実感しま
した。また、ガーデンパーティーには美
郷町では体験できない面白さがたくさん
ありました。新しい友だちもできたし、
とってもいい思い出になりました。

僕は、大田区子どもガーデンパーティ
ーで東京に行ってきました。飛行機に乗
るのは３回目ですが、ジェットコースタ
ーに乗ったときのようにドキドキしまし
た。窓の外には家や車が小さく見えて、
プラモデルのようでした。羽田空港の展
望デッキでは、いろんな飛行機が次から
次へと出発したり着陸したりしているの
に衝突しないのがすごいと思いました。
工場見学では格納庫にある飛行機のエン
ジンを近くで見ることができました。思
っていたよりも大きくてびっくりしまし
た。たくさんの整備士さんが一生懸命仕
事をしているのを見て、僕たちが乗って
きた飛行機もこうした人たちによって安
全に飛んでいるんだなぁと思いました。
子どもガーデンパーティーの開会式で
は、みんなで 大田っ子体操 をしまし
た。一度聞いたら忘れられない曲と振り
付けなので、美郷町にもあれば楽しいと
思いました。この旅では大田区の人たち
にとても親切にしてもらいました。歩く
ことが多く大変だったけど、普段どこへ
行くときも車で連れて行ってくれる親の
ありがたさをちょっと感じました。

保護者の皆さんの声

工場見学では、自分が想像していた工場よりとても広
く、たくさんのグループで活動していることを知りまし
た。大人になっても未知の世界を知ることができてとて
も新鮮な気持ちになりました。「本当に来てよかった」
と、親子で実感しました。訓練センターでは、一般の方
が見学できない場所を見学できてとてもありがたく思っ
ています。様々なシートに座らせていただきましたが、
やはりファーストクラスのシートは素晴らしかったです。

小澤美鈴さん
（仙南小学校５年 小澤侑陽さん）

まだまだあります！
JAL連携イベント
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東京での思い出
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スポーツ
交流会

仙南小学校５年 山田 憧子
私は飛行機に乗るのが初めてだったの
で、大田区に行くことが決まってからす
ごく楽しみにしていました。羽田空港は
テレビでよく見かけたことがあったけど、
実際に行ったことがなかったのでとても
楽しかったです。工場見学では、いろん
なキャラクターや絵柄の飛行機を見るこ
とができました。ビジネスクラスやファ
ーストクラスのシートにも座ることがで
きました。キャビンアテンダントの人が
英語を話すことができてすごいと思いま
した。私も英語を話せるよう頑張りたい
です。
ガーデンパーティーでは凧を作って凧
揚げをしました。凧を作るのは初めてだ
ったので良い体験になりました。
ガーデンパーティーで一番良かったと
ことは、新しい友だちができたことです。
最初は少し緊張したけど、新しい友だち
とたくさん遊ぶことができました。機会
があったらぜひまた行きたいと思います。

都会の皆さんは近隣の人とあまり関わりを持たないと
思っていましたが、ガーデンパーティーでは皆さんが協
力しいろいろなことをしていて驚きました。とても素晴
らしい企画で、長年続いていることもすごいことだと思
います。六郷地区の方々には、宿泊、食事、ガーデンパ
ーティーで大変お世話になりました。初めてお会いする
私たちに心からのおもてなしをいただき、本当にありが
とうございました。

小松幸美さん
（千畑小学校４年 小松雪乃さん）

JALのクラブチーム選手によるラグビー教室・チアダンス教室を開催
します。詳しくは学校を通してお知らせします。
期日◎６月15日㈰
会場◎大台野広場多目的運動場
問 町商工観光交流課 ☎0187
対象◎小学生
■
（84）
4909

プ ロ ジ ェ クト
き継いでいくため、
さまざまな取り組みを行っています。
水 環 境 に つ い て 一 緒 に 学 ん で み ま せ ん か？

第１回水環境マイスター養成講座の受講生を募集しています
地域の水環境保全活動のリーダーとなる人材を育成するため、
「水環境マイスター養成講座」を開催します。町や学校、住民
団体等が主催する水環境学習会などに指導者、支援者として、
「未来に誇れる美しい郷づくり」に参画してくださる方をお待
ちしています。
また、「マイスターまでは考えていないけれど、水環境につ
いてもっと知りたい」という向学心にあふれている方も大歓迎
です。
講座は６月から９月にかけて月１回のペースで４回開催し、
単位取得者には修了証書を交付します。
テーマ：「水を学ぼう」〜今、なぜ水なのか？〜
講 師：秋田大学 大学院 工学資源学研究科
附属 理工学研究センター 助教 網田 和宏 氏

申し込み・問い合わせ●
町住民生活課 環境安全班 ☎0187
（84）
4903

■昨年度の講座の様子
日
時●６月14日㈯ 午後１時30分〜午後４時30分
場
所●美郷町中央ふれあい館（旧清水苑）第１会議室
申込方法●６月11日㈬まで電話でお申し込みください。
※第２回以降の日程については町広報紙等でお知ら
せします

町 の 宝「 清 水 」を み ん な で 守 り ま し ょう

清水周辺環境保全活動モデル地区を募集しています
町では、これまで行ってきた清水の環境保全や整備について
検証し、町民共有の貴重な財産である清水の魅力を取り戻し、
次代に引き継いでいくため、「清水周辺環境整備・保全計画」
を策定しました。
その計画の一環として、日常的に清水の清掃を行う団体を募
集し、活動内容に応じた補助金を交付します。詳しい内容等に
ついては次のとおりです。
事業対象●おおむね５世帯以上で構成される行政区・町内会の
団体
活動内容●清掃等の日常管理を実施し、良好な清水周辺環境の
保全に努めていただきます。
※月２回以上で１回当たり１時間程度実施
※12月〜３月の冬期間は除く
申込方法●事業の実施を希望する団体は、６月30日㈪まで町
商工観光交流課へご相談ください。

申し込み・問い合わせ●
町商工観光交流課 観光班 ☎0187
（84）
4909

事業箇所●清水周辺の環境整備や保全計画が検討・策定された
六郷地区に所在する清水で、観光パンフレット等に
記載のある次の清水とします。
※今後、計画が検討・策定される千畑地区と仙南地区
については、平成27年度から事業対象となります。
宝門清水、ハタチや清水、久米清水、御台所清水、山田
家清水、キャペコ清水・最上家清水、諏訪清水、藤清水、
ニテコ清水・くるみ清水、側清水、米清水・柳清水、台
蓮寺清水、浄海清水、紙漉座清水、大工・馬洗い清水、
沼清水・神清水、座頭清水、笑顔清水、鷹匠清水・太桂
寺瓢清水、機織清水、長栄堂清水
補助金額 ①と②を合計した額（上限額10万円）
補助金額●①と②を合計した額（上限額10万円）
①均等割／１地区(団体)当たり１万円
②実績割／活動を行う清水の規模に応じた額
規模がおおむね100㎡以下：月額3,000円
規模がおおむね100㎡以上：月額6,000円
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水環境保全
美郷町では町の財産である 水資源 を守り、次代に引
６月 3 0 日（ 月 ）は 植 樹 会 場 付 近 の 交 通 規 制 を 行 い ま す

１４七滝「水の森」植樹事業
美郷町の大切な水資源を育む水源涵養保安林の保全と、森林が
果たす役割を子どもたちに知ってもらうため、六郷東根地区にあ
る七滝山の中腹にブナの苗木を植樹します。下記の時間帯は植樹
会場付近で交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。
規制時間●
規制時間 ６月30日㈪ 午前９時30分〜午後１時
規制場所●六郷東根地区
規制場所 六郷東根地区 七滝山中腹
みずほの里ロード

至 中央行政
センター

規制区間

会場

県

六郷
東根

道
花

巻

大

曲

線

六郷温泉あったか山
至 潟尻ダム

■昨年度の植樹の様子

植樹事業には、
「秋田県水と緑の森づくり税」
を活用しています。
14七滝「水の森」植樹事業には、美郷町内の小学校４年生児童とその保護者、日本
航空社員の皆さんが参加します。植樹前には、秋田県七滝土地改良区の藤岡義博事務長
を講師に迎え、森林のはたらきについて学習会を行います。

問い合わせ●町農政課 農林整備班 ☎0187
（84）
4908

「薬樹の森づくり活動」の参加者を募集しています
薬樹としても知られるホオノキ
の植樹活動を行います。植樹活動
への参加を希望する方は、下記ま
でお申し込みください。

申し込み・問い合わせ●
NPO法人みさぽーと
☎0187
（84）
4922
FAX0187
（84）
3938

7
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日
時●７月６日㈰ 午前９時〜午前11時30分 ※小雨決行
主
催●ＮＰＯ法人みさぽーと
集合場所●美郷町住民活動センター
（旧ふれあいセンター、旧千畑南小学校向かい）
植樹場所●旧花岡スキー場 ※集合場所から植樹場所までは送迎します。
募集定員●20名 ※応募者多数の場合は、人数を制限させていただく場合があります。
服 装 等●作業に適した着衣と靴でお越しください。
（帽子、タオル、雨具、着替え等）
申込方法●電話またはFAXで、参加希望者の氏名、住所、連絡先をご連絡ください。
申込期限●６月15日㈰

美郷町都市農村交流事業

ごはんの教室＆農業体験のすすめ
５月９日と10日に東京都大田区で「ごはんの教室＆農業体験のすす
め」が開催され、２日間で46名が参加しました。
教室では、秋田県五つ星お米マイスター・篠木郁子さんがごはんの
持つ力とおいしいごはんの炊き方を説明。美郷町都市農村交流推進協
議会の吉方和衛会長は、グリーンツーリズムや農業体験ツアー、美郷
町オーナー制度の紹介などを行いました。
ふっくらと炊きあがった美郷町産の特別栽培米あきたこまちに、参
った美郷町産の特別栽培米あきたこまちに、参
加者からは「家のごはんと全然違う」という驚きの声が上がり、ごは
んと全然違う」という驚きの声が上がり、ごは
んと一緒に美郷町産のしいたけや漬物を頬張るなど、美郷の味を堪能
しいたけや漬物を頬張るなど、美郷の味を堪能
していました。

親子で楽しく汗を流しました

六郷小学校・
仙南小学校で運動会
５月10日と11日に六郷小学校と仙南
小学校で運動会が開催されました。短距
離走や綱引きのほか、趣向を凝らした親
子参加競技などが行われ、みんなで楽し
く汗を流しました。
千畑小学校の運動会は秋に開催される
予定です。

◀六郷小学校
◀六郷小
小学校 ▲
▲仙南小学校
仙南小学校

４トン車で約４台分が集まりました

古着・古布回収
町内の「もやせるごみ」の量の削減を目的として、５月11日に古着・
古布回収を実施しました。多くの皆さまのご協力をもちまして、４トン
車で約４台分の古着・古布を回収することができました。回収した古
着・古布は国内外で幅広くリサイクルされます。
次回の回収は11月を予定していますので、引き続きご協力をお願いし
ます。

お稚児さん きれいな着物姿で練り歩き

六郷仏教会の花まつり
５月18日に六郷仏教会（髙栁信会長）主催の花まつりが行われ、ピンクや緑の色
鮮やかな衣装に身を包んだ約40名の子どもたちが市場通り商店街などを練り歩きま
した。花まつりはお釈迦様の生誕を祝う行事で、六郷仏教会の花まつりは50年以上
の歴史があります。沿道にはたくさんの見物客が出迎え、かわいらしい子どもたちの
姿に笑顔で手を振っていました。
かんぶつえ

髙栁真乗寺では灌仏会法要が執り行われ、お釈迦様が誕生した際に天から甘露が降
り注いだという言い伝えをもとに、子どもたちはお釈迦様の立像に甘茶を掛けました。
髙栁会長は「人間は、一人ひとりが誰とも代わることができな
い尊い存在。今後、子育て等で悩んだときは、自分の子どもが
生まれてきたときの喜びを思い出して、今日の行事のように親
子で手を携え頑張ってほしい」と参加者に呼び掛けました。

MISATO TOPICS

町の話題
広報
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平成 年第５
回町議会臨時会
が５月 日に開
かれました︒審
議された議案は
次のとおりです︒

松田知己

契機に︑改めて皆さんでその認

識を深めたいと思います︒

そうした認識の範疇で︑町で

の源流の山林に落葉広葉樹を植

す︒樹種は生薬原料にもなるホ

も落葉広葉樹を植樹していきま

水の恋人
美郷町長

は今年︑新たな取り組みに着手

します︒七滝の水源涵養林に加

樹しようという運動です︒事象

オノキが基本です︒豊かな水環

え︑新たに未利用の町有林地に

■専決処分事項の報告について︵６件︶

の原因を分析し︑事柄の関連性

報告・承認・可決された案件

■専決処分事項の承認を求めることについ

境の醸成に寄与しながら︑林業

ンが牡蠣などを美味しく育むと

クトンを育て︑そのプランクト

に到達することで海中のプラン

豊富なミネラルが川を下り︑海

す︒山林の落葉に含まれている

取り組みのキャッチフレーズで

畠山重篤さんがリードしている

宮城県気仙沼市の養殖漁業者の

という言葉︑ご存知でしょうか︒

みなさんは﹁森は海の恋人﹂

人﹂なのです︒この度の受賞を

おいては︑まさに﹁森は水の恋

9割を地下水に頼っている町に

ているからです︒生活用水の約

森﹂植樹事業も含めていただい

価に町の取り組みの七滝﹁水の

く思います︒何故なら︑その評

郷町の立場としても大変に嬉し

結果です︒誠におめでたく︑美

連の取り組みが高く評価された

改良区の水源涵養林を通じた一

表彰を受賞しました︒七滝土地

者として栄えある内閣総理大臣

が平成 年度緑化推進運動功労

さて︑先日︑七滝土地改良区

ズも作ってみたい気分です︒

日の活力の恋人﹂というフレー

した町としては︑﹁日本酒は明

での乾杯を推進する条例を制定

の響き︑いいですね〜︒日本酒

しかし︑﹁恋人﹂という言葉

よろしくお願いいたします︒

めてもらうよう︑ご参加のほど︑

と水の恋人関係をみなさんで深

がリードしてくれますので︑森

旬︑ＮＰＯ法人﹁みさぽーと﹂

す︒ちなみにその植樹は７月上

社と連携合意書を取り交わしま

ホオノキを利用している製薬会

め︑今月中旬︑生薬原料として

はぐく

いうもので︑だから漁業者は川

はぐく

を整理した取り組みですが︑う

資源も育む一石二鳥を狙います︒

・美郷町税条例の一部を改正する条例
・美郷町国民健康保険税条例の一部を改
年度美郷町一般会計補正予算第

正する条例
・平成
号

美郷町宿泊交流施設機械設備工事および
美郷町宿泊交流施設電気設備工事の請負契
約について議決を求め︑可決されました︒
■平成 年度美郷町一般会計補正予算第２号
雪害により損壊した公共施設の修繕に要
する経費の追加や︑関連する施設の保険金
受入金の増額など︑歳入歳出予算の総額を
年度美郷町簡易水道事業特別会計

１１１億１２１０万３千円としました︒
■平成

年度美郷町後期高齢者医療特別会

補正予算第１号
■平成

は

26

て︵３件︶

まいフレーズをピックアップし

そしてその狙いを確かにするた

風
たものです︒

七滝土地改良区の受賞報告を
受ける松田町長（写真左）

26

13

■工事請負契約の締結について︵２件︶

■財産の取得について︵２件︶

25

計補正予算第１号

2014.6
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時議 5
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26

26
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美郷町スポーツ賞

成 年度美郷町スポーツ賞授与式︵美郷町体育協会主催・中村立夫会長︶が５月
２日に美郷町公民館で開催されました︒授与式では︑平成 年１月から３月にか

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰
緑化
秋田県七滝土地改良区

活躍・表彰
おめでとうございます

10

2014.6
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平成 年度

平
受賞者は次のとおりです︵所属・学年は大会当時︶
︒

けて行われた各種スポーツ大会で活躍した選手と指導者合わせて 名が表彰されました︒

40 26

千畑ミニバスケットボールクラブ
栄誉賞
スポーツ少年団︵ミニバスケットボール︶
青谷 咲奈さん︵千畑小学校６年︶
︻一般︼
伊藤 瑠南さん︵千畑小学校６年︶
加藤三津子さん︵バスケットボール︑秋
熊谷 明梨さん︵千畑小学校６年︶
田銀行女子バスケット
斉藤 星奈さん︵フットサル︑
ＦＣサリス
斎藤 梨瑚さん︵千畑小学校６年︶
ボール部︑石神︶
タ秋田︑美郷中学校３年︶
嶋津 由羽さん︵千畑小学校６年︶
栄光賞
︻高校生︼
高橋ほの香さん︵千畑小学校６年︶
越中 海瑠さん︵フットサル︑
ＦＣサリス
福田 有里さん︵千畑小学校６年︶
︻小学生︼
タ秋田︑六郷高校１年︶
阿部 琴音さん︵千畑小学校５年︶
六郷ピオニーズミニバスケットボール
髙橋 美奈さん︵フットサル︑
ＦＣサリス
伊藤 香澄さん︵千畑小学校５年︶
スポーツ少年団︵ミニバスケットボール︶
タ秋田︑大曲農業高校
熊谷 優香さん︵千畑小学校５年︶
髙橋 蓮菜さん︵六郷小学校６年︶
２年︶
嶋津 彩菜さん︵千畑小学校５年︶
荒尾 桃香さん︵六郷小学校６年︶
︻一般︼
鈴木 愛理さん︵千畑小学校５年︶
田口 桃瑚さん︵六郷小学校６年︶
石田
尊さん︵軟式野球︑宮腰デジタル
髙階ひかるさん︵千畑小学校５年︶
髙橋 小町さん︵六郷小学校６年︶
システムズ野球部︑
中関︶
細井 杏奈さん︵千畑小学校４年︶
二見 愛結さん︵六郷小学校６年︶
︻中学生︼
藤井 光莉さん︵六郷小学校６年︶
指導者賞
齊藤 実祐さん︵スキー︑
畠山 瑞季さん︵六郷小学校５年︶
扇田 正博さん︵ミニバスケットボール︑
美郷中学校３年︶
伊藤 愛菜さん︵六郷小学校５年︶
六郷ピオニーズミニバ
大沢 一花さん︵六郷小学校５年︶
奨
励
賞
スケットボールスポー
佐井 桃子さん︵六郷小学校５年︶
ツ少年団︑東高方町︶
︻小学生︼
村田 茉璃さん︵六郷小学校５年︶
佐々木結莉愛さん︵六郷小学校４年︶ 坂本 祥太さん︵駅伝競走︑秋田東仙北 嶋津 隆広さん︵ミニバスケットボール︑
千畑ミニバスケットボ
アスリートクラブ︑千
富樫 麗未さん︵六郷小学校４年︶
ールクラブスポーツ少
畑小学校６年︶
畑山菜々子さん︵六郷小学校４年︶
年団︑元本堂北部︶
︻中学生︼
荒尾 柚姫さん︵六郷小学校３年︶
ＦＣサリス
煙山 真加さん︵フットサル︑
ＦＣサリス 越中 和範さん︵フットサル︑
タ秋田︑橋本︶
タ秋田︑美郷中学校３年︶

この
このたび、秋田県七滝土地改良区（武藤威理事
長）が
長）が緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受
賞しました。同改良区では、七滝での植樹事業の
賞しま
ほか、県内外から訪れた小学生や一般の方に水環
ほか、
境学習
境学習を行うなど、長年にわたり森と水を守る活
動を続けています。
動を続
４月28日には武藤理事長と藤岡義博事務長が
４月
役場庁
役場庁舎を訪れ、松田町長に受賞の喜びを報告し
ました。
ました

■左から松田町長、
武藤理事長、
藤岡事務長

25

25

美郷町人権擁護委員を
ご紹介します

人権擁護員は、地域の皆さんからの人権に関する相談に応
じる「あなたの街の相談パートナー」です。美郷町からは次
の７名が人権擁護委員として、人権・いじめ・困りごとなど
のご相談に応じています。
６月３日は特設人権相談日です。相談は無料で、秘密は厳
守されます。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
日時●６月３日㈫ 午前10時〜午後３時
会場●美郷町中央ふれあい館、美郷町南ふれあい館
※上記のほか、法務局では随時相談を受け付けていま
すので、下記相談窓口もご利用ください。

戸沢明人さん
（一丈木）

中村しげ子さん
（元本堂北部）

人権相談ダイヤル・みんなの人権110番◎☎0570
（003）
110

髙橋 学さん
（千屋北部）

吉水是眞さん
（東高方町）

藤井康子さん
（琴平）

山田重悦さん
（野際）

澁谷あさ子さん
（百目木）

問い合わせ●町住民生活課 戸籍年金班 ☎0187（84）
4903

新しい出会いを見つけてみませんか

出会い・結婚を支援しています
町では、独身男性・女性の方の出会い・結婚
について、あきた結婚支援センターと連携し応
援しています。
あきた結婚支援センターとは、秋田県や県内
全市町村等の団体によって構成された出会い・
結婚を支援する任意団体です。同センターでは、
メルマガを活用した出会いのイベント情報の提
供や、登録された会員の中から希望する相手と
の個別の出会いの場の調整する「個別マッチン
グ」等を行っています。

〜あきた結婚支援センターの出会い・結婚支援のしくみ〜

結婚サポーターにご相談ください
結婚サポーターとは、県に登録し、出会いや
結婚に関するお世話やアドバイス、出会いイベ
ントの情報提供等、地域における出会い結婚支
援活動を行うボランティアです。美郷町には現
在７名がサポーターに登録しています。
結婚サポーターへのご相談・お問い合わせは、
あきた結婚支援センターまでお願いします。
相談・問い合わせ●
あきた結婚支援センター ☎0800
（800）
0413
http://www.sukoyaka-akita.com

会員登録に必要なもの
❶入会申込書
❷本人・住所を確認できる書類
❸独身を確認できる書類
❹入会登録料10,000円

問い合わせ●町企画財政課 企画財政班 ☎0187（84）
4901
（内線2003）
11
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美 郷 町
合併10周年記念事業
美郷町は平成26年11月１日で合併10周年を迎えます。
今年度予定している記念事業の一部を紹介します。

「坂本東嶽邸 初夏の宴
（うたげ）
」を開催します
町指定文化財「坂本東嶽邸」の庭園は京
都の庭師が造ったと伝えられており、当時
の景観を色濃く残しています。緑萌える季
節は落ち着いた風情を感じると、来館され
た方々より大変ご好評をいただいています。
このたび、東嶽邸の癒しの景観を楽しん
でいただきたく、坂本東嶽邸で初夏の宴を
開催します。（参加料は無料です。）

内 容

その他

出演者等

日 時

ジャズ
コンサート

6/7㈯

18:00開場
18:30開演予定

アクア美郷
ジャスセッション

お茶会

6/8㈰

13:30〜15:30

千畑茶道同好会

昔語り

6/8㈰

①10:30〜11:30
②13:30〜14:30

50席限定

美郷民話の会

問 町教育委員会
■
生涯学習課 歴史文化財班
（美郷町学友館内） ☎0187
（84）
4040

野村万蔵の会による狂言公演を開催します
美郷町では初となる野村万蔵の会の方々による狂言
公演を開催します。
日
時●6月26日㈭
午後6時開場、午後6時30分開演
会
場●美郷町公民館ホール
演
目●梟山伏（ふくろやまぶし）

※入場は無料ですが、全席指定のチケットが必要です。

チケット発券

日時●6月7日㈯ 午前9時
会場●美郷町公民館1階ロビー
枚数●お一人様2枚まで

問 町教育委員会
■
生涯学習課 社会教育班
（美郷町公民館内） ☎0187
（84）
4915

み りょくを… さ がして… と ってみよう…美郷の四季彩
美郷の風景写真で魅力探索コンテスト
〜自然に内在する造形美、詩的な喚起力を持つポイントを探そう〜

魅力ある夏の風景ポイントを募集しています
募集内容●美郷町の魅力ある夏の風景ポイント
※町の観光パンフレットで紹介されている
場所は審査対象外です。
提 出 物●Ｌ判のプリント作品とデジタルデータ
応募資格●町内外の別および年齢は問いませんが、ア
マチュアの方に限ります。
募集期限●８月31日㈰
応募方法●美郷町公民館、美郷町学友館、美郷町北ふ
れあい館に備え付けの申込書に記入し、作
品を添えて上記窓口に提出してください。

応 募 数●一人何点でも応募できます。
そ の 他●審査は、写真の出来映えではなく撮影ポイ
ントにおける風景の魅力を重要視した審査
となります。応募作品の著作権は町に帰属
し、町イベントでの展示や印刷物への利用
など美郷町のＰＲに活用されます。あらか
じめご承諾ください。応募作品の返却は行
いません。その他、詳しくはチラシをご覧
ください。

問 町教育委員会
■
生涯学習課 社会教育班
（美郷町公民館内） ☎0187
（84）
4915
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生涯学習課

海上自衛隊大湊音楽隊コンサートを開催します
今年で18回目となる「自衛隊音楽隊コンサート」を
下記のとおり開催します。
日 時●７月５日㈯ 開場／午後3時
開演／午後4時
会 場●美郷町公民館 ホール
※入場は無料ですが、全席指定のチケットが必
要です。

チケット発券

日 時●６月15日㈰ 午前９時
会 場●美郷町公民館 １階ロビー
枚 数●お一人様２枚まで

▲海上自衛隊大湊音楽隊

８月15日
（金）

美郷町成人式を行います
今年度の美郷町成人式は次の日程で挙行する予定で
す。対象となる方には後日、案内状を発送しますので、
ぜひご出席ください。
日 時●８月15日㈮ 午前10時 開会
会 場●美郷町公民館
対象者●平成５年４月２日〜平成６年４月１日生まれの
方（現在美郷町に居住する方、および平成20
年度美郷町内中学校卒業者）

■昨年の成人式の様子

問 町教育委員会 生涯学習課 社会教育班 ☎0187（84）
4915

教育推進課

「就学や教育に関する相談会」
のお知らせ
お子さんの発達や行動などに関して、心配しているこ 日
時●７月25日㈮ 午前10時〜午後３時
とはありませんか。就学や教育に関する相談会を右のと 会
場●美郷町南ふれあい館
おり実施しますので、お気軽にご相談ください。
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。
申込期限●７月４日㈮

問 町教育委員会 教育推進課 ☎0187（84）
1112

総

務

課

美郷町農業委員会委員一般選挙

立候補予定者説明会を行います

日
時●６月24日㈫ 午前10時〜
場●美郷町役場 ３階 大会議室
７月13日執行予定の美郷町農業委員会委員一般選挙 会
そ の 他●当日は説明資料のほか、立候補届出用紙など
の立候補予定者説明会を次のとおり開催します。
を配布します。

問 美郷町選挙管理委員会事務局（町総務課内） ☎0187（84）
1111
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美郷町職員採用試験のお知らせ

８月１日
（金）
から受験申込を受け付けします
平成27年４月以降に採用予定の町職員採用試験を次のとおり行います。
■試験区分と採用予定人員、受験資格
試験区分

受

採用予定人員

験

資

格

一般行政職
（大学卒業程度）

若干名

次のいずれかを満たす者
①昭和60年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者
②平成5年4月2日以降に生まれた者で大学卒・短期大学卒・高等専門学校卒または平成
27年3月卒業見込みの者

一般行政職
（高校卒業程度）

若干名

平成元年４月２日から平成9年４月１日までに生まれた者
（ただし、大学卒・短期大学卒・高等専門学校卒または平成27年３月卒業見込みの者を除く）

幼稚園教諭・保育士
（短大卒業程度）

若干名

昭和55年４月２日以降に生まれた者で、幼稚園教諭普通免許
（二種以上）
および保育士資
格証明書を有するか、平成27年３月までに取得予定の者

労務職〔運転手他〕
（高校卒業程度）

若干名

昭和55年４月２日以降に生まれた者で、除雪機械運転員資格
（大型特殊自動車免許および
車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転技能講習修了証）
を有するか、平
成27年３月までに取得予定の者

■試験日および会場等
【第１次試験】

■欠格事項
・日本の国籍を有しない者
・地方公務員法第16条の規定により地方公務員となるこ
一般行政職、
区分 試験区分
労務職〔運転手他〕
とができない者
幼稚園教諭・保育士
■申込用紙の請求
期日
9月21日㈰
9月21日㈰
申込用紙の請求を８月１日㈮から受け付けしますので、
ノースアジア大学(秋田市
役場総務課総務班に請求してください。郵便で請求する場
美郷町役場 会議室
会場
下北手桜守沢46番地１)
合は封筒の表に｢職員採用試験申込用紙請求｣と朱書きし、
・一般行政職は教養試験（大学卒業程度・高校卒業程度） 宛先を明記して140円切手を貼った返信用封筒（角形２
を行います。
号）と受験を希望する試験区分を記したメモを同封のう
・幼稚園教諭・保育士は教養試験（短大卒業程度）と専門 え、簡易書留で郵送してください。
試験を行います。
■申込受付期間 8月1日㈮〜8月21日㈭
・労務職〔運転手他〕は事務補助職一般試験と労務適性検
持参する場合は役場庁舎1階総務課窓口へ平日の午前８
査を行います。
時30分から午後５時までにお持ちください。郵送（簡易
【第２次試験】
書留）の場合は8月21日㈭までに着信したものに限り受け
詳細は第１次試験合格者に通知します。
付けします。

申・問

〒019-1541 美郷町土崎字上野乙170番地10
美郷町役場 総務課 総務班 ☎0187（84）
1111
（内線1205）

「おーいっ！」
と呼べば
「はーいっ！」
と駆け付けます！

「やまびこ座談会」
をあなたの行政区で開催してみませんか？

申・問

町民の皆さんの声を直接お聞きする機会として「やま 会
場●行政区が指定する場所（行政区内の会館など）
びこ座談会」を開催しています。「町長に直接話を聞い
※会場の手配や当日の準備は、お申し込みい
てほしい」「町づくりについてじっくりと聞いてみた
ただいた行政区にお願いします。
い」など、どんなことでもかまいません。お気軽にお問 申込方法●開催を希望する日の７日前までに、下記まで
い合わせください。
お申し込みください。
開催期間●４月１日から10月31日までの平日
座談会で寄せられたご意見・ご要望のうち、実現が可能な
開催時間●午前10時から午後８時までの時間帯で、１時
ものは町政に反映していきます。
間程度
※町長の公務の都合により、開催日時を調整
させていただく場合があります。あらかじ
町総務課 秘書広報班
めご了承ください。
☎0187（84）1111（内線1201）
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住民生活課

狂犬病予防注射を行います
犬の行動を制御できる方が最寄りの会場まで連れて来て
料金（１頭当たり）
ください。
●狂犬病予防注射料
3,250円
○生後91日以上の犬は、生涯に一度の登録と、年に一度
●まだ登録していない場合は登録料
3,000円
の狂犬病予防注射が義務付けられています。
（なるべくおつりのないようにお願いします。）
○会場ではまだ登録していない犬の登録もできます。
○登録している犬が死亡した場合や登録内容に変更があっ ※受付時に使用しますので、後日送付されるはがきを必
た場合は届け出が必要です。
ずご持参ください。
地区

午

前

午

後

日にち
時

間

9：30〜10：00
6月16日㈪

千畑地区

6月18日㈬

時

間

場

所

13：20〜14：00

武道館駐車場

10：10〜10：30

善知鳥会館

14：10〜14：40

元本堂生活改善センター

10：40〜11：20

千屋中部会館

14：50〜15：20

黒沢会館

館間倉庫

13：20〜13：40

土崎コミュニティセンター

10：00〜10：30

本堂馬場会館

13：50〜14：30

小荒川会館

10：40〜11：20

役場第二庁舎前(旧千畑保健センター）

14：50〜15：20

下畑屋会館

9：30〜 9：50

外川原倉庫

13：20〜13：50

大畑会館

10：00〜10：20

善元寺会館

14：00〜14：40

塚トイレパーク

10：30〜10：50

湯竹会館

14：50〜15：20

上畑屋コミュニティセンター

沢目児童館

13：30〜13：50

鑓田コミュニティセンター
（旧いきいき館）

10：00〜10：30

六郷東根コミュニティセンター

14：00〜14：20

作山児童館

10：40〜11：10

野中生活総合センター

14：30〜14：50

新町児童館

山本児童会館

13：30〜13：50

大久保会館

10：00〜10：20

後三年コミュニティセンター

14：00〜14：20

金沢西根コミュニティセンター

10：30〜11：00

元村会館

14：30〜14：50

上千間谷地会館

11：10〜11：30

神明社
（石町）
境内
金沢谷地中農村公園

13：30〜13：50

下野際会館

10：00〜10：20

中前郷本間商店

14：00〜14：30

籠林会館

10：30〜11：00

石神会館

14：40〜15：00

寺田会館

松ノ木会館

13：30〜13：50

吉川記念公園
（佐野）

10：00〜10：30

南町会館

14：00〜14：20

下中野町会館

10：40〜11：10

飯詰駅前駐車場

14：30〜15：10

南行政センター
（旧仙南庁舎）
駐車場

9：30〜 9：50
6月19日㈭

所

大坂環境改善センター

9：30〜 9：50
6月17日㈫

場

六郷地区

本館コミュニティセンター
9：30〜 9：50 （旧もとだて児童館）
6月20日㈮

10：00〜10：30

西琴児童館

10：40〜11：10

中央行政センター(旧六郷庁舎)裏車庫

9：30〜10：00
6月22日㈰

六郷東根コミュニティセンター

本館コミュニティセンター
10：20〜10：40 （旧もとだて児童館）
10：50〜11：50
9：30〜 9：50

中央行政センター(旧六郷庁舎)裏車庫

6月23日㈪

仙南地区

9：30〜 9：50
6月24日㈫

9：30〜 9：50
6月25日㈬

問 町住民生活課 環境安全班 ☎0187（84）
4903
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平成26年度町県民税の改正についてお知らせします
【個人住民税の均等割が引き上げになります
（平成26年度から平成35年度までの特例措置）
】
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、防 ■改正内容
災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地
従来
特例期間
（平成26年度
均等割
方税法（昭和25年法律第226号）の特例が定められまし
(平成25年度まで)
から平成35年度まで）
た（東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施
３，
５００円
町民税
３，
０００円
（+500円）
する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税
の臨時特例に関する法律（平成23年法律第118号））。
２，
３００円※
県民税
１，
８００円※
（+500円）
このことにより、平成26年度から平成35年度までの
５，
８００円
10年間は、従来の町・県民税均等割にそれぞれ500円が
合計
４，
８００円
（+1,000円）
加算されます。なお、均等割の非課税基準に変更はあり
ません。
※県民税の均等割には、「水と緑の森づくり税（800円）」
が含まれています。

【給与所得控除の上限が設定されます】

給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額になります。
給与等の収入金額

給与等所得金額
（改定前）

1,000万円超 〜 1,500万円以下

給与等収入金額×0.95−170万円
給与等収入金額×0.95−170万円

1,500万円超

給与等所得金額
（改定後）

給与等収入金額−245万円

4902
問 町税務課 課税班 ☎0187（84）

６月３０日
（月）
は町県民税
（１期・一括）
の納期限です
■各税の納期限（口座振替日）
項 目

期 別

町県民税
（普通徴収）

１期・一括

６月30日㈪

軽自動車税

全期

６月 ２ 日㈪

固定資産税

１期・一括

６月 ２ 日㈪

納期限
（口座振替日）

※失業、倒産、破産、災害や病気などのやむを得ない事
情により、税の納付が難しい場合には、お早めに税務
課にご相談ください。

口座振替を希望する方は
次の取り扱い金融機関でお申し込みください。

納め忘れが
ないかご確認
ください

■町税や各種使用料などの納付には、口座振替が利用で
きます。
①町税 ②簡易水道使用料 ③下水道使用料
④農業集落排水施設使用料 ⑤住宅使用料
⑥保育園保育料 ⑦児童クラブ利用料
⑧幼稚園授業料 ⑨学校給食費
⑩下水道受益者負担金 ⑪後期高齢者医療保険料

○秋田銀行 ○北都銀行 ○羽後信用金庫
○秋田おばこ農協 ○秋田ふるさと農協
○ゆうちょ銀行
※手続きには通帳と金融機関に届け出している印鑑が必
要です。

問 町税務課 ☎0187（84）4902

農業委員会
農業者年金を受給している皆さんへ

現況届の提出は６月３０日
（月）
までです
農業者年金を受給している方は、引き続き年金を受給 提出先●町農業委員会（美郷町役場庁舎１階）
するために「農業者年金受給権者現況届」を６月30日㈪
六郷出張所（美郷町学友館）
までに提出する必要があります。現況届の用紙は５月中
仙南出張所（美郷町公民館）
に農業者年金基金から受給者宛てに郵送されていますの
問 町農業委員会事務局 ☎0187（84）4913
で、忘れずに提出してください。
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企画財政課

男女共同参画のキャッチフレーズを募集します
男女がお互いを認め合い、分かち合い、支え合うこと ■応募規定
のできる社会を推進し、その趣旨を広く理解してもらう
・応募作品は自作で未発表のものに限ります。
ことを目的に、男女共同参画キャッチフレーズを募集し
・１人何点でも応募できますが、応募用紙１枚につき
ます。
１点の応募とします。
入賞作品は、男女共同参画を推進するための広報や啓 ■その他
発活動で使用されます。たくさんのご応募をお待ちして
・ご応募いただいた作品は美郷町男女共同参画住民懇
います。
話会で審査し、最優秀賞（１点）と優秀賞（数点）
を決定します。入賞者の方には賞状と記念品（図
書カード）を謹呈します。
こんな作品を募集します
・入賞作品は町の広報紙やホームページなどで発表し
「男性も女性もいきいきと暮らせる男女共同参画社
ます。
会」をイメージした、親しみやすく心に残るキャッチ
・入賞作品の著作権は美郷町に帰属するものとします。
フレーズ
・応募作品は返却しません。
※キャッチフレーズとは、商品や団体の運動などを、
・応募者の個人情報は、この事業以外に使用しません。
人の心を捉えるように印象強く表現した文章や文
句のことです。文字数に決まりはありません。
「標語」で応募していただいてもかまいません。

平成25年度優秀作品

対 象 者●町内に在住または勤務、通学している方
応募方法●応募用紙に必要事項を記入し、下記の窓口に
提出してください。郵送、ＦＡＸ、メールに
よる提出も受け付けしています。
・町企画財政課 企画財政班
・六郷出張所（美郷町学友館）
・仙南出張所（美郷町公民館）
※応募用紙は各窓口に備え付けているほか、
町のホームページからダウンロードできま
す。また、町企画財政課までご連絡いただ
ければ、応募用紙を郵送します。
募集期間●６月１日㈰〜７月18日㈮

問

最優秀賞
・広がるよ あなたが始めた 参画社会
優 秀 賞
・
『ありがとう』 心をつなぐ あい
（愛）
言葉
・もうやめない？ 「男だから」「女だから」
・いまでしょう その概念 変えるのは

〒019-1541 美郷町土崎字上野乙170番地10 美郷町役場 企画財政課 企画財政班
☎0187
（84）4901 FAX 0187（85）3102 Eメール kikaku@town.misato.akita.jp

福祉保健課

美郷町高齢者福祉計画策定委員を募集します
町では、高齢者福祉事業を計画的に推進するため「美 応募資格●現在、高齢者福祉サービスを利用している方、
または自宅で高齢者を介護している方で、平
郷町高齢者福祉計画」第４期計画（平成27年度〜平成
29年度）を策定します。策定
日の会議（平成27年３月まで３回程度開催予
にあたり、高齢者向けの福祉サ
定）に出席できる方
ービスを利用されている方や家 募集人数●１名
族の方にもご参加いただきた
※応募者多数の場合は抽選により決定
く、右記のとおり策定委員を公 応募方法●電話で「氏名・住所・生年月日・電話番号」
をお知らせください。
募します。
応募期限●６月20日㈮

問 町福祉保健課 地域包括支援班 ☎0187（84）
4907
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福祉保健課

臨時福祉給付金および子育て世帯特例給付金を支給します
平成26年４月からの消費税率の引き上げに伴い、所 は、町福祉保健課福祉班までお問い合わせください。
得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和するため、暫
定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金および子育て 受付期限●８月31日㈰
世帯特例給付金を支給します。
申請窓口●町福祉保健課（美郷町役場庁舎１階）
支給対象となる方には、６月中旬に通知を送付しま
六郷出張所（美郷町学友館）
す。下記の支給要件に該当する方で通知が届かない場合
仙南出張所（美郷町公民館）

１．
臨時福祉給付金

２．
子育て世帯特例給付金

支給対象者●平成26年度分の住民税が課税されていな 支給対象者●平成26年１月分の児童手当・特例給付を受
い方
給し、かつ、平成25年の所得が児童手当の
※課税されている方に扶養されている場合
所得制限限度額未満の方
や、生活保護受給者の場合を除きます。
※下記表「児童手当の所得制限限度額」を
支 給 額●支給対象者１人につき10,000円
参照。
※支給対象者のうち、次の「加算対象者」 対 象 児 童●支給対象者の平成26年１月分の児童手当・
には１人につき5,000円を加算します。
特例給付の対象となる児童
■加算対象者
※「臨時特例給付金」の対象となる児童お
よび生活保護受給者の児童等を除きます。
区 分
対 象
支 給 額●対象児童１人につき10,000円
平成26年３月分の受給権が
■児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）
老齢基礎年金、障害基礎年
金、遺族基礎年金の受給者
児童扶養手当、特別障害者
手当の受給者など

あり、４月分または５月分
の年金の支払いがある方

扶養親族等の数

限度額目安

１人

875万6,000円

２人

917万8,000円

３人

960万円

平成26年１月分の手当等を
受給している方

児童手当制度のご案内

現況届の提出は６月30日
（月）
までです
現況届は、６月１日の状況を把握し、６月分以降の児
童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生
計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するた
めのものです。現況届は６月30日㈪までに町福祉保健
課または六郷・仙南の各出張所へ提出してください。提
出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくな
りますのでご注意ください。該当する方には現況届書類
を送付しています。

【児童手当制度】
■支給対象
中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日ま
で）の児童を養育している方
■支給額（6月支給分から）
対象年齢等
３歳未満

支給月額
（児童１人当たり）
15,000円

３歳以上小学校修了前 10,000円（第３子以降は15,000円）

■現況届に必要な添付書類
・申請者が被用者（会社員など）の場合
→健康保険被保険者証の写しなど
・平成26年１月１日に町外に住所があった場合
→前住所地の市区町村長が発行する平成25年分の児
童手当用所得証明書
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があ
ります。

中学生
所得制限限度額以上

10,000円
5,000円

※「第3子以降」とは、養育する児童のうち、18歳に達す
る日以降の最初の3月31日までの間にあって、年齢が上
から数えて3番目以降の児童をいいます。
■支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月
分までの手当を支給します。

問 町福祉保健課 福祉班 ☎0187（84）
4907
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福祉保健課

平成２６年度から指定医療機関でも特定健康診査を受診できます
これまでは、美郷町早朝総合健診（集団健診）のみ特
定健康診査を受診できましたが、平成26年度から指定
医療機関でも受診できるようになりました。
早朝総合健診の申し込み調べの際に「病院で受ける」
と回答した40歳以上の国民健康保険加入者の方や新た
に美郷町国民健康保険に加入した方で、病院受診希望の

方には、「特定健康診査受診券」を送付しています。指
定医療機関に予約の上、12月末まで忘れずに受診して
ください。費用は「無料」です（全て美郷町で負担しま
す）。
※指定医療機関リストは受診券と一緒に同封しています
ので、ご確認ください。

平成２６年度国民健康保険・後期高齢者医療

人間ドック等助成金制度をご利用ください
美郷町国民健康保険または後期高齢者医療に加入して 中にドックを受診したい方は町福祉保健課医療保険班ま
いる方を対象に、人間ドックまたは脳ドックの費用の一 でお問い合わせください。
部を助成しています。早朝総合健診を受診できなかった ※全ての医療機関でのドック受診が対象です。
方や、初めてドックを受けてみたい方など、平成26年度
■美郷町契約健診機関
対

象

人間ドック

脳ドック

美郷町国民健康保険加入者
（40歳〜74歳）
秋田県総合保健センター・大曲厚生医療センター
（旧仙北組合総合病院）
・平鹿総合病院・大曲中通
病院・横手市立大森病院
大石脳外科クリニック

①上記の町契約健診機関で受診する場合
ドック費用額から助成金が差し引かれて請求されます
②上記の町契約健診機関以外で受診する場合
ドック費用を全額支払った後町から助成金を交付します

後期高齢者医療加入者
（75歳以上）
大曲厚生医療センター（旧仙北組合総合病院）
・
大曲中通病院・横手市立大森病院

大石脳外科クリニック

①、②のいずれの場合も、ドック受診前に必ず「人間
ドック等助成金申請書」を提出してください。助成金の
申請書は町福祉保健課および六郷・仙南の各出張所に備
えつけています。
※平成26年度の特定健診、人間ドックの申込期限は12
月26日㈮です。

問 町福祉保健課 医療保険班 ☎0187（84）
4907

商工観光交流課
事業主の皆さん、ご利用ください

正規雇用者育成支援事業
町では、事業者の人材育成にかかる負担軽減と、正規雇
①町税を滞納していないこと
②正規雇用者の職場が町内に所在する事業所であること
用者の職場定着を促進するため、新卒者を正規雇用した事
③正規雇用者を雇用保険被保険者として３カ月以上雇用し
業者に助成金を交付しています。ぜひご活用ください。
ていること
対象●平成25年４月１日以後に新卒者(※１)を正規雇用
④雇用開始日の前日から起算して６カ月前の日から助成金
(※２)した事業者(※３)で、右記の①〜⑤を満たし
交付申請書を提出する日までの間において、事業主都合
ていること
による離職者がいないこと
（※１）町内に住所を有する者で、高校、大学、専修学校
⑤正規雇用者は事業者（法人の場合は代表者）の三親等以
を卒業して３年以内の未就職者
内の親族でないこと
（※２）雇用期間の定めのない正規の従業員として、１週
間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である 助成金額●正規雇用者１人につき18万円
労働契約を締結しての雇用
申請方法●正規雇用してから３カ月以後に、下記まで申請
（※３）町内に民営事業所を有する個人または法人
してください。

申・問 町商工観光交流課 交流・商工班 ☎0187（84）4909
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建

設

課

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅●

※入居者全員の収入により家賃が異なります。

住宅名

所 在

戸数

間取り

構造／階数

家賃
（円）

駐車場

土崎字上野乙

1戸

３ＬＤＫ

木造２階／長屋

21,700 〜 57,500

２台まで

鑓田字馬町

1戸

３Ｋ

簡易耐火２階／長屋

11,500 〜 23,400

１台まで

六郷字小安門

２戸

３ＤＫ

ＲＣ３階／３階

15,800 〜 38,300

１台まで

飯詰

上深井字矢矧殿

１戸

３ＤＫ

木造平屋／戸建

12,000 〜 17,700

なし

今泉

金沢西根字西今泉

１戸

１Ｋ

木造平屋／戸建

7,400 〜 19,700

なし

野荒町字町ノ内

１戸

３ＬＤＫ

木造２階／長屋

21,200 〜 56,100

あかつき
上鑓田
小安門Ｃ棟

野荒町Ｃ棟

入居資格●
・住宅に困窮している方
・現に同居し、または同居しようとする親族がいる方
・国税、地方税および公共料金等を滞納していない方
・入居が決まったときに、町内在住の方に連帯保証人
（１名）を依頼できる方
・入居者全員の収入合計が収入基準以下である方
注意事項●
・犬、猫等のペットは飼うことができません。
・入居決定前の見学は行っていません。

１台まで

敷
金●家賃の３カ月分
申込方法●建設課に備え付けの「住宅入居申込書」に記
入押印し、住民票・所得証明書・納税証明書・
保証人を予定している方に関する事項などの
必要書類を添付して提出してください。
入居時期●７月上旬
募集期限●６月13日㈮
選考方法●住宅に困窮する度合いの高い方を優先しますが、
住宅困窮順位を定め難い場合は公開抽選により
選定します。

問 町建設課 建設管理班 ☎0187（84）
4910

介護保険事務所からのお知らせ
調 査 に ご 協 力 くだ さ い

「高齢者福祉と介護保険に関する調査」
「日常生活圏域ニーズ調査」
を実施します
大曲仙北広域市町村圏組合と美郷町は、平成26年度
に予定している「大曲仙北広域市町村圏組合第６期介
護保険事業計画」と「美郷町高齢者福祉計画」策定の
基礎資料として高齢者福祉全般のアンケート調査を６
月に合同で実施します。
「高齢者福祉と介護保険に関する調査」は町内にお
住まいの要介護認定を受けている65歳以上の方を対象
に、「日常生活圏域ニーズ調査」は要介護認定を受け
ていない65歳以上の方を対象に行うものです。調査対
象者の中からそれぞれ250名を無作為に抽出し、アン

問い合わせ

ケート用紙を送付します。調査結果は各計画策定に活
用させていただきますので、回答にご協力をお願いし
ます。

大曲仙北広域市町村圏組合では、
ホームページ
「OS介護ネット」
を通じて、
介護保険の情報を公開しています。ぜひご覧ください。

http://www.oskaigonet.or.jp/

高齢者福祉と介護保険に関する調査 介護保険事務所 企画管理班 ☎0187
（86）
3910
日常生活圏域ニーズ調査 美郷町役場 福祉保健課 地域包括支援班 ☎0187
（84）
4907
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ももか

ここな

加藤 聖 ちゃん
（石神）

千馬 桃香 ちゃん
（土崎南部）

進藤 心菜 ちゃん
（羽貫谷地）

毎日の歯みがきをがんばってい
ます。

これからも虫歯にならないよう
にがんばります。

歯みがき、大好き！

ひじり

虫歯の
ない子

るか

そうた

かほ

れな

武藤 峻 ちゃん
（塚）

冨樫 瑠海 ちゃん
（塚）

藤井 蒼太 ちゃん
（天神堂）

照井 香歩 ちゃん
（駅前）

渋谷 玲奈 ちゃん
（元村）

お兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒
に歯みがきをがんばります。

これからも歯みがきをがんばり
ます。

毎日の仕上げみがきをがんば
っています。

これからも歯みがきをがんばり
ます。

毎日の歯みがきをがんばってい
ます。

しゅん

ここあ

えいすけ

まい

りょうと

はづき

小室 心愛 ちゃん
（東高方町）

髙山 瑛介 ちゃん
（本堂中部）

三輪 麻衣 ちゃん
（旭町）

一星 羚人 ちゃん
（天神堂）

鶴谷 葉月 ちゃん
（町田）

毎日歯みがきをがんばります。

お父さんと一緒に歯みがきをが
んばっています。

お兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒
に歯みがきをがんばります。

毎日歯みがきをがんばります。

毎日お姉ちゃんと歯みがきをが
んばっています。

!

野菜を食べよ
と
う
っ
も
食改さんの

試し
してレシピ

子どもの食育や生活習慣病の予防食を勉強している美郷町食生
活改善推進協議会（食改＝しょっかい）会員の皆さんが、野菜を
使った体にやさしいヘルシーレシピを紹介します。

【おからDEロールキャベツ】
材料
キャベツ …………
おから ……………
鶏ささ身ひき肉 …
しょうが …………
にんじん …………

1玉
250g
100g
50g
1/2本

しいたけ ………
卵 ………………
塩 ………………
コンソメ(固形)…

6枚
4個
小さじ1
5個

作り方

ワンポイントアドバイス
ワ
お
おからと鶏ささ身のひき肉を使う
ので低カロリーです。
の
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❶ キャベツは芯の周囲に包丁で切り込みを入れ、熱湯
に入れてゆでながら外側から一枚ずつはがす。にん
じん、しいたけはみじん切り、しょうがはすりおろ
す。
❷ ボウルにおから、ひき肉、しょうが、にんじん、し
いたけ、塩を入れ、卵を割り入れ、よく混ぜ合わせ
る。
❸ ②を適量キャベツで巻く（②が多すぎると巻きにく
いので、キャベツの大きさに合わせて加減する）。
❹ 底の平らな鍋に③を並べ、食材の高さくらいの水を
加え、コンソメを入れて落しぶたをして中火で加熱
する。沸騰したら弱火にして30分じっくり煮込む。

あと

開催まで

4

ヵ月

アクア ＪＡＺＺ フェスティバルｉ
ｎ ＭＩ
ＳＡＴＯ
〜美しき Nostalgia（郷愁）
〜
第２９回国民文化祭・あきた２０１４
平成26年秋、「発見×創造 もうひとつの秋田」をテーマに
「第29回国民文化祭・あきた2014」が開催されます。
美郷町では、10月12日〜13日に「ジャズ」と「水」をテーマに
した「アクアJAZZフェスティバル in MISATO」
を開催します。
◆10月12日(日) 「街かどコンサート」
屋外で気楽に楽しめる小編成バンドによる演奏
◆10月13日(月・祝)「JAZZコンサート」
美郷総合体育館リリオスを会場に行う、ビックバンドに
よる演奏

「ジャズと日本酒カクテルの会」
を
開催します
ジャズを聴きながら日本酒カクテルを堪能するディナーショ
ーを開催します。来場者には、町内小売店でサービスが受けら
れる「美郷まるごとクーポン券」のプレゼントがあります。
日
時●６月28日㈯ 午後５時開場、午後５時30分開演
会
場●名水市場湧太郎 國之誉ホール
参 加 料●900円
定
員●90名
出 演 者●キッカーズ、栗林聡子、アクア美郷ジャズセッション
そ の 他●美郷町観光情報センター（名水市場湧太郎内）でチ
ケットを販売していますので、お求めください。

10月13日開催
「JAZZコンサート」
出演バンド紹介 VOL．
１
10月13日にリリオスで開催する「JAZZコンサート」には、
全国から推薦を受けたビッグバンドが出演します。今月は、
そのうちの２バンドについてご紹介します。

■Ｂ
ＩＧ ＳＷＩＮＧ ＦＡＣＥ
（山形県）
い

「街の元気は音楽で…活きのいい生の音で地域を活性化し
よう！」と1972年に結成し、今年で42年になります。
天童市民芸術祭でのリサイタルは35回を数え、夏のジャズ
イベント「天童ジョンダナフェスティバル」の企画、運営と
演奏を実施しています。1999年にはＵＳツアーでジャズの発
祥の地ニューオリンズも訪れ、ジャズの歴史と文化に触れて
きました。また、国民文化祭やまがた2003「ジャズフェステ
ィバル」では、開催地バンドとして運営に携わり、ジャズ組
曲「王将太鼓」を創作初演し、天童の将棋駒と観光を全国に
PRしました。この時に参加した香川県、栃木県、宮城県等の
バンドとは、今でも交流を続けており、お互いの演奏を高め
合っています。

■ニュービートジャズオーケストラ
（青森県）

←平成25年９月22日
さかな

「ジャズと酒と肴の会」
の様子

問い合わせ
第29回国民文化祭美郷町実行委員会事務局
（美郷町教育委員会生涯学習課社会教育班内）
☎0187
（84）
4915 FAX0187
（83）
2451
E-mail aquajazzfes@town.misato.akita.jp

ニュービートジャズオーケストラは、青森市で活動してい
るジャズオーケストラ(ビッグバンド)です。職場の違う音楽好
きな仲間が集まって1974年に結成し、今年で結成40周年と
なります。主な活動は、青森市民文化祭JAZZ部門コンサート
の開催、各種イベント・ボランティア・ダンスパーティー等
での演奏です。
2003年には第18回国民文化祭・やまがた2003に出演した
ほか、2006年〜2013年は第42〜49回青森市民文化祭JAZZ
部門としてコンサート(32〜39th)を開催しています。今年は、
第29回国民文化祭・あきた2014「アクアJAZZフェスティバ
ル in MISATO」に出演し、皆さまとお会いできることをメン
バー一同楽しみにしています。

美郷町国民文化祭facebook
アクアジャズ
（国民文化祭２０１４美郷）
https://ja-jp.facebook.com/aquajazzmisato
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文芸 美郷
げんこつ く

たいしょう

どき

ひと

に

六郷
千屋
六郷
小荒川
金沢西根
金沢西根
本堂城回
六郷

中通り

ようじ

西村 文子
戸澤 陽子
塩寺 榮子
佐藤しゅん
加藤 省市
加藤 栄子
杉山 信一
髙橋みつを

藤原

一男

﹁ 菜の花 ﹂

作品を募集します（短歌、俳句、川柳、イラストなど）

作品には読み仮名を振り、応募される方のお名前、住所、電話番号を明記
のうえ、６月13日㈮までご応募ください。応募は1点とし、応募者多数の場
合は掲載できないことがあります。内容が広報掲載上好ましくない作品につ
いては掲載しません。
応募先●役場総務課、六郷出張所、仙南出張所
町のメール info@town.misato.akita.jp

坂本 和子さん︵六郷︶

一般図書

児童書

絵本

おばあちゃんのことばのまほう
うちのパパはウルトライックメン
クレヨンのりものなぁーに?
あんちゃん

漆原 智良
（文）
きむら ゆういち
（作）
高氏 雅昭
（作・絵）
高部 晴市
（作）

問い合わせ●学友館 ☎0187
（84）
4040

のび

うたげ しふく

なが

こえ

学 友 館 から

野火をして拳骨食らい大将の独り逃げしにむくれる幼時
金沢西根 東海林甚平
にわのべ
のきした つら
さんやそう ゆき
き
いま さか
庭辺の軒下連なる山野草雪も消えうせ今盛りなり
下畑屋 大久保キヨ
窓ごしに見える景色もさまがわり車のスピードいやに気になり
六郷 岩田
勇
みなも
早春の水面にたるる水しずく真珠のごとく光りまぶしく
六郷 岩田
貞
ち
はな
かずかぎ
ひかり
ひ
くうちゅう
ま
散る花は数限りなしことごとく光を引きて空中に舞ふ
金沢 伊藤 敏子
さ
はな
こと
たびだ
な かな
しんぶん み い
み
とも
咲く桜を見る事もなく旅立ちし友の名悲し新聞見入る
六郷 林
文子
みどり濃く山々近くに趣味駈ける芝生に老いたひざをいたわり
大町 藤本
昇
うど
か
いろり
ばた
どぶろく
独活噛めば父思い出す囲炉裏端やかん濁酒遠きあの夜
第一暁 富樫
貢
あかね
しだい
あい
茜さす雲のたなびく鳥海山次第に藍に変わりゆきたり
大坂 加藤 公司
ぶつだん
ねん い
みが
そな
仏壇を念入りに磨き花供え夫に語る十三回忌
塚 髙橋 茂子
おかん
胃の中をうごめき回る検視鏡まだ終らぬか悪寒がはしる
第一暁 小木田敏子
うつのぞ
この冬の鬱除かんと春風を心にいっぱい吸い込んでみる
羽貫谷地 渡邉ケイ子
まご そつ
ちゅうがく
し はなたば
いわ
き
なみだかんどう
孫卒に中学の師花束で祝い来てくれ涙感動
六郷 籠谷 ミチ
うつ
とき
さくら ふぶき
しば
お
移りゆく季節の流を惜しみつゝ桜吹雪に暫し身を置く
新町 渡部 ウイ
東雲の五月の大気に触れながら畑の作付け図面に記す
千屋 髙橋 重寿
きう
久々の喜雨に打たれし木々の芽も色鮮やかに太く膨らむ
大坂 中村 亥一
かおん

へんじ

コンサート花音の宴至福刻限
よせい
じざい
きく ね わ
余生とて自在とならぬ菊根分け
桜咲き運動会を思いだす
のじ ぎく
のこ
どて
か
はら
野路菊は残して土手の刈り拂い
どうさ
にぶ
なつび
なに
何するも動作の鈍き夏日かな
とおめ
さくら
けい
たの
遠目にも桜の景を楽しめり
たそがれの並木花道花ふぶき
のうせい
ゆ
ちゅうかへ
農政の揺れにつばくろ宙返り
かさ

ほうび

粕谷 亮美
（文）
ビブリオバトルを楽しもう
山口 進
（著）
カブトムシ山に帰る
国松 俊英
（文）
はしれさんてつ、きぼうをのせて
（著）
大粒ブドウの時代をつくった巨峰(農業に奇跡を起こした人たち) 小泉 光久

宝塚歌劇華麗なる100年
る100年
朝日新聞出版
（編）
NHK連続テレビ小説
ごちそうさんレシピブック 2
NHKドラマ制作班
（製作協力）
福田 隆浩
（著）
ふたり
（文・絵）
きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳

今月のおすすめ
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はーいはいと重ね返事で流される
上野荒町 鈴木 直保
セウォル号︵韓国︶で生殺死させ訓練︵日本︶は
塚 澤
曙光
世の風に吹かれて揺れて逆らわず
中野 深澤 光二
母語る空で昔の田植する
本堂城回 戸沢 夢人
豪雪の傷跡に触れ花見する
羽貫谷地 渡邉正右エ門
ごうせつ
あと
のこ
じゅえんち
せいり せいとん
豪雪の後に残りし樹園地は整理整頓きれいになりけり
はやお

早起きのご褒美はウグイスの声ホーホケキョ 中通り 藤原リサ子
減量中食べ物目の前置かないで
西高方町 入海小夜子
ハピネッツ有明進出おめでとう
上畑屋 小林 大悟

作品

山口 祐二
（著）
チャイルドラインで学んだ子どもの気持ちを聴くスキル
野島 和男
（訳編著）
ドクちゃんは父になった
高橋 宗正
（著）
津波、写真、それから
学年ビリのギャルが1年で偏差値を
坪田 信貴
（著）
40上げて慶應大学に現役合格した話
鈴木 理恵子
（著）
小さなシフォンケーキの本
あさの あつこ
（著）
冬天の昴 「弥勒」
(
シリーズ 5)
海堂 尊
（著）
カレイドスコープの箱庭 (田口・白鳥シリーズ 7)
岡崎 琢磨
（著）
珈琲店タレーランの事件簿 3

新刊図書の
ご案内

短 歌
俳 句
川 柳

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

本年度より、旧わくわく児童クラブの施設が「みさとこども館」としてリニューアルしました。
これまで、もとだて児童館で行っていた工作や各種事業をみさとこども館で実施しています。
所在地●美郷町六郷字白山55番地1（六郷小学校向かい）

4月 こども館の様子

4/19
「入学・進級おめでとう会！」
新１年生と一つ学年の上がったみん
なとおめでとう会を開きました。一人
ひとり自己紹介をして、みんなでケー
キやおやつを食べました。おやつを食
べた後は、活動室全体で神経衰弱をし
たよ。全員プレゼントをゲットできま
した。

6月の
こども館
事業

申し込み

日にち

時 間

事業内容

14日㈯

10：00〜13：00

パン作りに挑戦しよう！

21日㈯

10：00〜14：00

自由にあそぼう！

場

所

必要（定員20名） 美郷町保健センター
不要

みさとこども館

『みさとこども館だより』毎月、
学校を通して配布します。
申し込み・問い合わせ●町福祉保健課

福祉班

☎0187（84）4907（内線1505）

みんな集まれ！

子育て支援の催し 6月

事 業 名
なかよし園開放

ひまわり広場
わくわく園開放

あそびにおいで
すこやか園開放
子育て広場「ひだまり」
わんぱく
（ママさん）
広場
おばあちゃん広場

なかよし園 ☎0187
（85）
3115
問い合わせ わくわく園 ☎0187
（84）
0023
すこやか園 ☎0187
（83）
2100

対 象 ・ 内 容
期 日
場 所
時 間
毎週月〜金曜日
（平日のみ）
子育て支援・自由遊び
6月 6日（金）
虫歯ばい菌をやっつけろ！
（保健師さんのお話①）
なかよし園
6月 13日（金）
9：30 〜 11：30
お誕生会
（千畑幼稚園・保育園）
6月 20日（金）
体を動かして遊ぼう
6月 27日（金）
シール遊びをしよう！
毎週月〜金曜日
（平日のみ）
子育て支援・自由遊び
6月 5日（木）
園庭で遊ぼう
わくわく園
6月 12日（木）
9：30 〜 11：30
父の日のプレゼントを作ろう
（六郷幼稚園・保育園）
6月 19日（木）
小麦粉粘土で遊ぼう
6月 26日（木）
６月生まれのお誕生会
毎週月〜金曜日
（平日のみ）
子育て相談・自由遊び
園庭で遊ぼう！
！
6月 4日（水）
すこやか園
9：30 〜 11：30
6月 18日（水）
６月のお誕生会
（仙南幼稚園・保育園）
6月 11日（水）
昔話を聞こう
（みさぽーとさんによる講話①）
6月 25日（水）
園庭で遊ぼう

6月の
健診カレンダー
会場●美郷町保健センター
問 ☎0187
■
（84）
4900

内 容
４カ月児健診
７カ月児健診
10カ月児健診
１歳６カ月児健診
３歳児健診

６月 ６日(金)
６月２４日(火)
６月２４日(火)
６月１７日(火)
６月１１日(水)
６月２７日(金)

日 時
受付／12：30〜12：45
受付／12：30〜12：45
受付／12：30〜12：45
受付／12：30〜12：45
受付／12：30〜12：50
受付／12：30〜12：50

対 象
平成２６年１月生まれ
平成２６年２月生まれ
平成２５年１１月生まれ
平成２５年８月生まれ
平成２４年９月・１０月生まれ
平成２２年１１月生まれ
広報

2014.6
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戸籍の窓

4月届出順

すこやかに
赤ちゃん

お父さん・お母さん

行政区

美郷の
赤ちゃん

生まれてきてくれて
生まれてきてく て
いづき

ありが
優
ありがとう! 素直で優

大川 唯月
ちゃん

しい子に育ってね♪
（寺田／亮さん・静香さん）
ん）

おしあわせに
新郎・新婦

行政区等

新郎・新婦

行政区等

「美郷の赤ちゃん」を募集します
平成26年５月生まれの赤ちゃんの写真（１枚）の裏面に赤
ちゃんのお名前と生年月日、ご両親のお名前、住所、電話番
号を記入し、メッセージ（30字程度）を添えて６月13日㈮ま
でご応募ください。
応募先●町総務課、六郷出張所、仙南出張所

歯科休日当番医
診察日

６/ 1 ㈰ 船木歯科医院（大仙市大曲中通町）

やすらかに
亡くなった方

年齢

行政区

亡くなった方

電話番号
（0187）

当 番 医

年齢

行政区

8 ㈰ さくら歯科医院（仙北市角館町）

63-0027
54-2747

15 ㈰ 冨岡歯科医院（大仙市太田町）

88-1123

22 ㈰ 小坂歯科医院（大仙市刈和野）

75-1015

（大仙市飯田）
29 ㈰ タケダ歯科クリニック

62-6480

（大仙市角間川町） 65-2002
７/ 6 ㈰ おやしき歯科クリニック

診察時間●午前９時〜正午

休日救急医療連携事業

※広報に掲載してほしくない場合は、届け出の時に戸籍窓口にお申し出ください。

美郷町

人のうごき
平成26年4月末現在
（ ）
内は前月比
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広報

2014.6

人

口
男

21,124人（−31）
9,949人（−21）

11,175人（−10）
世帯数 6,702世帯（ −7）
女

診療場所

大曲厚生医療センター

診療科目

内科・小児科

診療時間

午前９時〜午後３時

電話番号

0187-63-2111

（日曜日・祝日および年末年始）

献血にご協力ください
日 時

会 場

6/ 22 ㈰ 10：00〜16：00 イオンスーパーセンター美郷店
6/ 28 ㈯ 10：00〜16：00 みさと福祉センター

6月

17

火

18

水 ●くるみの会自主訓練（保健センター10：00〜15：00）

土
日
6/1●〜7/5●

19

町のカレンダー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

●早朝総合健診
（〜６月３日）

日 ●美郷町野球大会フリー部門（美郷町野球場8：00〜）
月 ●六郷出張所・仙南出張所 休業日
火
●ひょうたん講座
（美郷町公民館13：30〜15：30）

水 ●くるみの会機能訓練（保健センター10：00〜15：00）

木

●巡回児童相談
（仙北地域振興局 事前申込み要）
※申込みは町福祉保健課福祉班へ
（☎84-4907）

金

●４カ月児健診
（平成２６年１月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：45）

土

日

月

●坂本東嶽邸 初夏の宴→ P12
ジャズコンサート
（坂本東嶽邸 開場18：00、開演18：30）
●わくわくおはなし
「夢ふうせん」
（学友館10：30〜11：00）
●やさしい民謡講座A
（中央ふれあい館14：00〜16：00）
●坂本東嶽邸 初夏の宴→ P12
お茶会
（坂本東嶽邸 13：30〜15：30）
昔語り
（坂本東嶽邸 １回目10：30〜11：30
２回目13：30〜14：30）
●美郷町真昼山町民登山
（赤倉登山大鳥居8：00集合）
●粗大ごみ戸別有料収集申込期間
（〜１６日）
●六郷出張所・仙南出張所 休業日
●湯とぴあ雁の里温泉 休館日

火
●行政相談
（中央ふれあい館10：00〜12：00）
●六郷温泉あったか山 休館日

水 ●１歳６カ月児健診（平成２４年９月〜１０月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：50）

木 ●貯筋（ちょきん）講座（中央ふれあい館10：00〜11：30）
●寒天料理講座A
（北ふれあい館9：30〜13：00）
金 ●第46回東北高等学校対抗自転車競技選手権大会（〜15日）
（美郷町自転車競技場、町内特設ロードコース）

土

●水環境マイスター養成講座→ P6
（中央ふれあい館13：30〜16：30）
●おはなしの会
「しゃぼんだま」
（北ふれあい館10:00〜11:00）
●やさしい民謡講座B
（北ふれあい館13：30〜15：30）

日

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
/1
2
3
4
5

●千畑温泉サン・アール 休館日
●１０カ月児健診
（平成２５年８月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：45）
●ひょうたん講座
（美郷町公民館13：30〜15：30）
●コーヒーサロンてとて
（南ふれあい館10:00〜14:00）

木

●粗大ごみ戸別有料収集日
●寒天料理講座B
（北ふれあい館9：30〜13：00）
●わら細工講座
（中央ふれあい館13：30〜16：00）
●巡回児童相談
（仙北地域振興局 事前申込み要）
※申込みは町福祉保健課福祉班へ
（☎84-4907）

金 ●高齢者向けパソコン講座（美郷中学校15：00〜17：00）
●図書館ボランティア
「紙ひこうき」
おはなし会
（南ふれあい館14：00〜15：00）

土 ●やさしい民謡講座A（中央ふれあい館14：00〜16：00）
日

●献血→ P27
●美郷町グラウンド・ゴルフ大会予選会
（大台野広場グラウンド・ゴルフ場、あったか山グリーンパーク、
雁の里山本公園多目的広場）
●六郷出張所・仙南出張所

休業日

月 ●湯とぴあ雁の里温泉 休館日

火

●４カ月児健診
（平成２６年２月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：45）
●7カ月児健診
（平成２５年１１月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：45）

水 ●六郷温泉あったか山 休館日

木

●野村万蔵の会による狂言公演→ P12
（美郷町公民館 開場18：00、開演18：30）

金

●３歳児健診
（平成２２年１１月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：50）
●美郷町ラベンダーまつり
（〜7月13日）
→ P3
→
●べごっこまつり
（大台野広場イベント棟9：00〜13：00）

土 ●やさしい民謡講座B（北ふれあい館13：30〜15：30）

P3

●献血→ P27

日 ●美郷町消防訓練大会（山本公園消防訓練場8：30〜）
● 14七滝
「水の森」
植樹事業→ P7
（住民活動センター、七滝山9：30〜13：00）

月 ●六郷出張所・仙南出張所 休業日
火

水

６/30㈪は、町県民税一括納付および
１期の納期限です。

木

金
土

●海上自衛隊大湊音楽隊コンサート→ P13
（美郷町公民館 開場15：00、開演16：00）

●狂犬病予防注射
（〜25日）
→ P15

月 ●六郷出張所・仙南出張所 休業日
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