
日　　時●７月16日㈰　午前６時～　※雨天決行
集合場所●観光休憩所  「清水の館」  （六郷字本道町22-3）
持 ち 物●軍手、長靴など

■自衛隊各種目採用制度地域合同説明会
開催日時●７月９日㈰　午後２時～午後４時
会　　場●美郷町中央ふれあい館　第２研修室
■募集種目
【自衛官候補生および一般曹候補生】
受験資格●平成３年４月２日から平成12年４月1日まで
　　　　　に生まれた方（18歳以上27歳未満）
【航空学生】
受験資格●海上要員：18歳以上23歳未満の方
　　　　　航空要員：18歳以上21歳未満の方
【防衛医科大学校看護学科学生】
【防衛医科大学校医学科学生】　【防衛大学校学生　一般】
受験資格●平成９年４月２日から平成11年４月１日ま
　　　　　でに生まれた方で、高校を卒業した方、もし
　　　　　くは平成30年３月に卒業見込みの方
　その他詳しくは下記までお問い合わせください。

会　　場●ロートピア緑泉　　　参 加 費●無料
■転倒予防教室
開催日時●７月12日㈬　午前10時～午前11時
内　　容●「転倒しにくい身体づくり」
講　　師●社会体育研究所Wave所長　小林 恵津子 氏
■介護者教室
開催日時●７月20日㈭　午前10時～午前11時
内　　容●「自分らしい暮らしを支える福祉用具」
講　　師●株式会社かんきょう　福田 直之 氏

開催日時●７月19日㈬　午後１時30分～
会　　場●仙北ふれあい文化センター
内　　容●犯罪予防や犯罪を犯した人の更生保護等の運
　　　　　動の推進

在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284問

大曲地区保護司会　藤原　☎090（4046）1669問

美郷町観光協会　☎0187（84）0110問

自衛隊秋田地方協力本部　大仙地域事務所　
☎0187（63）1313

問

みんなで清水の清掃活動を!
ボランティアを募集します

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

美郷交番からの
お知らせお知らせ

美郷交番からの
お知らせ

クマの出没に注意
～クマの目撃情報に関心を！～

申込期間●７月19日㈬～８月18日㈮
受験資格●昭和57年４月２日から平成12年４月1日
　　　　　までに生まれた方（大卒は不可）

特殊詐欺の被害防止のために
～特殊詐欺ニュース～

※お気軽に下記問い合わせ先に連絡してください。

警察官募集
～警察官Ｂ・女性警察官Ｂ～

転倒予防教室・介護者教室を開催します　

社会を明るくする運動推進集会を開催します

自衛官を募集します

　秋田県内では、昨年に引き続き、クマによる
死亡事故が発生しています。また、美郷町
の千畑地区でも、クマの目撃情報
が複数寄せられています。
　クマの目撃情報に関心を持
って、クマが目撃された付近には
近づかず、入山は控えて下さい。
　クマを目撃した場合は、下記問い
合わせ先に通報してください。

●「書類や携帯電話の入ったカバンを無くし
　た。銀行では大金を下ろせないので金を払
　ってくれ」という電話は詐欺です。
●最近では、金塊を購入させる手口の
　オレオレ詐欺も発生しています。
●息子さんなど家族を名乗る
　電話で、こんな時は、必ず元
　の電話番号にかけて本人
　かどうか確認してください。

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

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
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郷町金沢東根郷町金沢東根
0187-

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

0187-0187

美郷の湯
感謝デー

☎0☎0☎0

美美
感感

７
／
16
●日

町六郷東根字下馬転1町六郷東根字下馬転1
☎0187-84-2641☎0187 84 2641

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

120120 美郷美郷根字仏沢21根字仏沢21
-84-3983

10-1110 1
3

美郷美郷
☎☎

郷温泉あったか山六郷 湯とぴあ雁の里温泉湯サン・アーール

-84-398384 398333

郷の湯郷の湯
デー謝デー

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

美郷温泉振興株式会
日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ご日ごごご日日ご日ごろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろのろろのろのろのろのののののろろ ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛ご愛愛ご愛ご愛愛ご愛愛ご愛愛ご愛ご愛愛愛顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧に顧顧に顧に顧にに感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝謝感謝感謝感謝感感感感謝感 申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申し申しし申し申しし申しし申申申申 上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上上げ上上げげ上げ上 ままままままままままままままままま

会社
ますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますすすますすすすすますます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

美郷美郷
千畑

７
／
７

美郷の三湯で
おくつろぎください
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Ａターンプラザ秋田　☎0120（122）255問

大曲年金事務所　お客様相談室　☎0187（63）2296問

秋田地方裁判所　大曲支部　☎0187（63）2033問 水交会法人本部　☎0187（83）2035問

　秋田県では、県外に在住し秋田県内での就職を希望す
る方を対象とした「Ａターン就職フェアin東京」「Ａター
ン就職フェアin秋田」を開催します。
　ご家族、お知り合いの方でＡターン就職希望の方がい
らっしゃいましたら、ぜひ、お知らせください。
【Ａターン就職フェアin東京】
日　　時●８月５日㈯　午前11時～　受付：10時30分～
会　　場●浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区）
【Ａターン就職フェアin秋田】
日　　時●８月12日㈯　午前11時～　受付：10時30分～
会　　場●アトリオン（秋田市中通）

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期
間）が、「25年」から「10年」に短縮されることになりました。
　日本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の
封筒（A4サイズ）をお届けしています。制度の開始は、平
成29年8月1日（最も早い年金のお支払いは平成29年
10月）です。手続きは予約のうえ、下記にて行ってくだ
さい。

■受験資格について
【上級消防】平成４年４月２日以降の生まれで、大学を卒業し
た方、または平成30年３月31日までに卒業見込みの方
【初級消防】平成８年４月２日以降の生まれで、高等学校を卒
業した方、または平成30年３月31日までに卒業見込みの方
【初級救命】平成４年４月２日以降の生まれで、高等学校を卒
業した方で、救急救命士の国家資格を取得している方、ま
たは平成30年４月中に救急救命士の国家資格を取得見込
みの方
申込期間●７月３日㈪～８月18日㈮　※当日消印有効
　　　　　午前９時～午後４時30分（土日祝を除く）
　申込方法等詳しくは下記までお問い合わせください。

開催日時●８月８日㈫　午前10時30分～午後３時40分
会　　場●秋田弁護士会館（秋田市山王六丁目２番７号）
定　　員●秋田県内在住の中学生（24名）、教員（10名）
参 加 費●無料（応募多数の場合は抽選となります）
申込方法●７月20日㈭までに下記へお申し込みください。

職　　種●正職・準職員支援員　　募集人数●若干名
業務内容●利用者の生活支援および作業支援
勤 務 先●障害者支援施設「後三年鴻声の里」または「かわ
　　　　　舟の里角間川」
試 験 日●９月24日㈰
申込期間●８月1日㈫～８月31日㈭
　その他詳しくは下記までお問い合わせください。

年金請求書の手続き漏れはありませんか？　

社会福祉法人水交会　職員募集について　

夏休みジュニアロースクールを開催します

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　総務課
☎0187（63）0150

申・問

秋田県仙北地域振興局　建設部　建築課
☎0187（63）3124

問

美郷町体育協会事務局　☎0187（86）8300
美郷町卓球協会事務局　照井　☎090（1064）4156

申
問

「Aターン就職フェア」開催のお知らせ　

美郷町民サッカー大会の参加者を募集します　

第13回美郷町民卓球大会の参加者を募集します

平成29年度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実施します

精神科に通院している方やそのご家族へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
木の実で工作教室を開催します　　

カテゴリー●小学生、女子、ビギナー、一般（中学生含む）の部
開催日時●７月23日㈰　午前９時～
会　　場●大台野多目的運動広場　　参 加 料●無料
参加資格●町民（出身者含む）、町内事業所勤務者、
　　　　　町協会登録チームメンバー
申込期限●７月14日㈮　※メンバー表（氏名、町名等、年
　　　　　齢）も併せて下記まで提出してください。

開催日時●７月23日㈰　午前８時30分～
会　　場●美郷総合体育館リリオス　参 加 料●無料
種　　目●①行政区対抗団体戦（１部硬式、２部ラージボール）
　　　　　②個人戦（硬式、ラージボール）
　　　　※硬式、ラージボール両方へのエントリー不可
参加資格●美郷町にお住まいの高校生以上の方
申込方法●リリオスに備え付けの申込用紙に必要事項を
　　　　　ご記入のうえ、下記へお申し込みください。
申込期限●団体戦：７月19日㈬
　　　　　個人戦：大会当日まで受け付けます。

募集住宅●県営船場町住宅（大仙市大曲船場町）
募集戸数●鉄筋コンクリート造４階建て 3DK
　　　　　２戸（平成６年建設）
家　　賃●23,100円～　　入居可能日●８月１日㈫
募集期間●７月３日㈪～７月11日㈫

対 象 者●精神科に通院している方で主治医の了承があ
　　　　　る方、そのご家族
日　　時●７月19日㈬　午前10時30分～午後２時30分
会　　場●大仙保健所 
昼 食 代●540円　※教室の参加費は無料です。
内　　容●午前：工作教室　午後：ミニお楽しみ会
申込方法●病院やクリニックのケースワーカー、看護師
　　　　　に相談のうえ、７月10日㈪まで下記へお申
　　　　　し込みください。

開催日時●７月７日㈮　午前10時～午後４時
会　　場●秋田地方裁判所大曲支部　３階
相談内容●土地や建物のもめごと、家庭内の問題や困りごと

県営住宅の入居者を募集しています　

無料調停相談会を開催します

美郷町サッカー協会　高橋　☎090（4633）2519
美郷町サッカー協会　村田　
☎090（7563）9987　FAX0182（38）8166
E-mail：info@misato-fa.com

申

問

秋田弁護士会事務局　☎018（862）3770申・問

大仙保健所　☎0187（63）3403申・問
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