
大曲仙北職業訓練協会
(大曲地域職業訓練センター内)
☎0187（62）1726

申・問

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

秋田労働局賃金室　☎018（883）4266問

美郷交番からの
お知らせ

　インターネットを利用したオークションやショッピ
ングで、トラブルや詐欺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。
●送金口座に不自然さはないですか。
●メールだけではなく、電話や手紙などでも連絡して
　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。

見る安全と見せる安心で
夕暮れ時の交通事故防止に努めましょう

きのこ採りの遭難防止
安全で、楽しくきのこ採りを行うために、

次の点に注意しましょう

オークションやショッピングは慎重に

■車を運転する方へ
　ライトの早めの点灯と上向き・下向きのこまめな切り
替えをしましょう。
■歩行者の方へ
　外出する時は、明るい目立つ色の衣服を着用し、反射
材を必ず身に付けて自分の存在に早く気付いてもらいま
しょう。
■自転車の方へ
　夜間の無灯火運転は違反です。
ライトは早めに点灯しましょう。
■農作業の方へ
　農耕車は夜間照明に乏しい場
合があります。反射材活用で交
通事故防止に努めましょう。

■装備品などの事前の注意
・一人で山には入らず、出かける際は家族に行き先を告
　げましょう。
・気象情報を確認しましょう。
・食料、雨具、着替え、ライター、ラジオ、笛、携帯電
　話などを持参しましょう。
・服装、所持品は目立つ色にしましょう。
　（白色のタオル等が目立ちます。）
■登山中の注意
・同行者と声を掛け合い、お互いに
　離れないようにしましょう。
・無理をせず早めに切り上げ、明る
　いうちに下山しましょう。
・迷ったらむやみに歩き回らないようにしましょう。
　（転落や体力消耗につながります。）

訓練期間●12月５日㈮～平成27年６月29日㈪の
　　　　　約７カ月間
訓練時間●午前９時20分～午後３時40分
会　　場●秋田職業訓練支援センター（潟上市）
応募資格●ハローワークに求職申込された方で、新たな
　　　　　技術・技能を身に付けて再就職を希望される方
募集学科●テクニカルオペレーション科（若年者コース）
募集定員●20名
募集期間●10月３日㈮～11月４日㈫
受 講 料●無料（テキスト代等は自己負担です。）

時　　間●午前８時30分～午後５時
会　　場●大曲地域職業訓練センター
※美郷町職業訓練等支援事業（１人につき年間１件、
　上限15,000円まで助成）の対象講習会です。

　平成26年10月５日から、秋田県最低賃金が14円引き
上げられ、時間額「679円」となります。最低賃金は臨
時、パート、アルバイトなど、県内全ての労働者に適用
され、労使合意の上であったとしても、最低賃金以上の
賃金を支払わないと最低賃金法違反となります。
　詳しくは、秋田労働局賃金室または最寄りの労働基準
監督署までお問い合わせください。

平成27年度仙北市立病院の職員を募集しています

職業訓練受講生を募集します

大曲仙北職業訓練協会　特別教育講習会を開催します

秋田県最低賃金が改正されます

秋田職業訓練支援センター  訓練課  受講者第一係
☎018（873）3178問

10月31日㈮

11月 9 日㈰

募集区分

募集職種

募集期限

試験期日

試験会場

試験内容

そ の 他

問

市立角館総合病院

平成26年度職員も随時募集中です。

市立角館総合病院
専門科目試験、作文試験、
面接試験

薬剤師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、
助産師、看護師

市立角館総合病院
総務管理課
☎0187（54）2111

10月17日㈮

10月25日㈯
市立田沢湖病院
作文試験、口述試験

看護師

市立田沢湖病院
総務管理課
☎0187（43）1131

市立田沢湖病院

10月21日㈫

11月４日㈫
～11月５日㈬
10,000円（※）

石綿建築物等の解体
作業及び粉じん障害
防止特別教育

11月５日㈬

11月17日㈪
～11月18日㈫
8,000円（※）

研削砥石の取替え・試運
転関係特別教育

と いし

講 習 名

受 講 料

講習期間

申込期限
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講習名

マシニングセンタ（加工）

期間
11月５日㈬
～11月６日㈭
11月５日㈬
～11月６日㈭
11月10日㈪
～11月11日㈫

定員

５名

イチから学ぶIllustrator講習 10名

続　経理簿記の基礎講習 10名

秋田県立大曲技術専門校　民間訓練支援室
☎0187（62）6321申・問

美郷町社会福祉協議会　地域福祉班　
☎0187（85）2294申・問

美郷町社会福祉協議会　地域福祉班　
☎0187（85）2294申・問

開 催 日●10月５日㈰
日　　程●午前10時／大曲花巻線展望台駐車場集合・出発
　　　　　午前11時／山頂にて神事、昼食
　　　　　午後１時30分／山頂にて解散
持 ち 物●ザック、雨具、昼食

日　　時●10月10日㈮　午後１時30分～午後２時30分
会　　場●ロートピア緑泉
講　　師●栗林外科医院　院長　栗林明弘 氏
内　　容●健やかに行きぬくために（その９）
　　　　　～加齢性筋肉減少症について～
参 加 料●無料

日　　時●10月19日㈰　午前10時～午後３時
会　　場●イオンモール大曲　緑の広場
相談内容●相続、会社設立、農地転用、クーリングオフ、
　　　　　営業認可申請など

時　　間●午前９時～午後４時
会　　場●大曲技術専門校
受講資格●現在お勤めされている方
受 講 料●無料（テキスト代は別途）

日　　時●11月12日㈬　午後１時30分～午後４時
　　　　　以後、毎週水曜日（祝祭日は休み）
会　　場●まめだ屋
内　　容●Office2010 Excel・Word、デジタルカメラ
　　　　　画像の加工編集・印刷など
対 象 者●美郷町在住の方
参 加 料●受講１回につき200円
募集人数●12名（定員になり次第締め切ります。）
申込期限●10月24日㈮
そ の 他●パソコンがある方は持参してください。お持
　　　　　ちでない方は申し込みの際にお知らせください。

　介護者同士の親睦とリフレッシュを図ることを目的に、
交流会を開催します。
日　　時●10月18日㈯　午前９時～午後３時
会　　場●あいのの温泉鶴ヶ池荘（横手市山内）
送迎バス●午前９時　　　 みさと福祉センター  出発
　　　　　午前９時10分　美郷町保健センター  出発
　　　　　午前９時20分　美郷町公民館  出発
参 加 料●無料　　　持ち物●入浴用タオル
申込方法●電話でお申し込みください。
申込期限●10月15日㈬

日　　時●11月12日㈬　午前10時～午後１時
会　　場●大仙市健康文化活動拠点センター
　　　　　ペアーレ大仙（大仙市大曲中通町）
講　　師●ペアーレ大仙　管理栄養士　高橋由佳 氏
対 象 者●大仙市、仙北市、美郷町にお住まいの方、
　　　　　または勤務されている方
参 加 料●無料　　　
持 ち 物●エプロン、三角巾、内履き
募集人数●16名　　　　　　
申込期限●10月10日㈮
そ の 他●申込方法など、詳しくは下記までお問い合わせ
　　　　　ください。

黒森山町民登山の参加者を募集しています

要介護度４または５のご家族を介護している方へ　　　　　
家族介護者交流会でリフレッシュしませんか

健康講話を開催します

行政書士無料相談会を開催します

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」
エコクッキング教室の参加者を募集しています

美郷町山岳会（六郷登山協会）
　畠山　☎090（3121）9224　
　小松　☎090（5232）2484

問

まめだ屋「第９回パソコン教室」初級編を開催します

在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284問

秋田県行政書士会大仙支部　☎0187（62）6650問

大仙保健所　環境指導課　☎0187（63）3694問
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道の駅道の駅
雁の里雁の里
せんなんせんなん

道の駅
雁の里
せんなん

カラオケ大会輝く！ 
歌えっ！謡えっ！唄えっ！

11日・12日の両日同時開催！！
「秋田県南じまんこ市場」

コメンテーター：遠藤じろう（演歌歌手）さん 他

午後2時30分の正解発表時に会場におられない方は
商品受領の権利がありませんのでご注意ください。

駐車場で「錦鯉の品評会」開催。稚魚の販売も行います。

アクアJAZZフェスティバル in MISATO

全日本愛鱗会 秋田県支部大会

優勝者には当駅商品券5,000円と
あきたこまち新米10kg.を進呈！！

重さを予想して答えを
投函箱に入れてね！

10：00～13：00

遠藤じろうステージ
ショー

9：30～10：10

飛鳥悠ステージ
ショー

10：20～11：00
街かどコンサート
12：00～15：40

野菜の重さ当て
クイズ

めざせ！ズバリ賞！
10：00～開業10 周年記念開業10 周年記念

道の駅 雁の里せんなん道の駅 雁の里せんなん

秋まつり秋まつり
10月11日●・12日●土 日

イベント
盛り沢山!!

両日とも9：30～15：00開催

道の駅 雁の里せんなん

秋まつり
11
日
の
催
し

12
日
の
催
し

正解発表は
14：30過ぎ

出場者
募集中！！

9：30～
15：00

ジャズ・ゴスペル・
コーラスグループが集結！


