美郷交番からの
お知らせ

あきた結婚支援センターを一般公開します
実施日時●８月25日㈮ 正午〜午後５時
実施場所●あきた結婚支援センター北センター(大館市)、
中央センター(秋田市)、南センター(横手市)
内
容●施設見学、登録・マッチングシステムの説明
定
員●各センター30名
申込方法●８月16日㈬までに下記の見学を希望するセンタ
ーまで①氏名②年齢③住所④電話番号⑤希望す
る時間帯を申し込みください。
申・問

あきた結婚支援センター
北センター
☎0186(57)8611
中央センター ☎018(874)9471
南センター
☎0182(38)8801

大仙美郷介護福祉組合職員(介護士)
採用試験のお知らせ

申・問

試験区分●介護士
採用人数●若干名
受験資格●昭和62年４月２日から平成12年４月１日まで
に生まれた者
必要資格●社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護
職員初任者研修修了者、ヘルパー１級または２
級のうちいずれか(見込可)
受験案内●事務局、真昼荘、真木苑および真森苑で受験案内
を交付します。また、ホームページからダウンロー
ドできます。
受付期限●８月31日㈭
試験日●10月1日㈰
会
場●特別養護老人ホーム真森苑
試験科目●筆記試験、作文試験、適正検査、面接試験
大仙美郷介護福祉組合事務局行財政班
☎0187(86)9160

後三年鴻声の里夏祭りを開催します
開催日時●８月17日㈭ 午後６時〜
会
場●後三年鴻声の里
問 後三年鴻声の里 ☎0187(83)2035

公共職業訓練の受講者を募集します

申・問

訓練期間●10月３日㈫〜平成30年３月29日㈭
訓練時間●午前９時20分〜午後３時40分
会
場●ポリテクセンター秋田(潟上市)
訓 練 科●機械加工技術科(15名)、電気設備技術科(15名)、
(定員)
ビル管理技術科(15名)
受 講 料●無料(テキスト代は自己負担)
応募資格●ハローワークに求職申込をされた方で、あらた
な技術・技能を身につけて再就職を希望される方
秋田職業能力開発促進センター(ポリテクセンター秋田)
訓練課 受講者第一係 ☎018(873)3178

特殊詐欺の被害防止のために
〜特殊詐欺ニュース〜
★ＡＴＭで還付金は受け取れません。
★もし、そのような電話が
あれば、それは詐欺です。
★途中で電話を切っても
構いませんので、すぐ警察へ
通報してください。

美郷町の交通事故統計(６月末)
人身交通事故 物損交通事故

合計

六郷地区

８(−１)

60(+６)

68(+５)

仙南地区

５(+１)

42(+４)

47(+５)

千畑地区

４(−５)

28(+５)

32(±０)

合

17(−５)

130(+15)

147(+10)

計

※すべて件数

※( )内は前年比

クマの出没に注意
〜クマの目撃情報に関心を！〜
県内ではクマの目撃情報が多数寄せられて
おり、
クマに襲われて死者も出ています。
美郷町では、
７月６日現在、千畑
地区を中心にクマの目撃情報が
９件寄せられています。
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
づかないようにしましょう。
クマを目撃した時は、下記まで通
報してください。

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
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「ロートピア仙南夏まつり」
を開催します

「美郷ちゃん夜市」
を今年も開催します
一昨年、約15年ぶりに復活し、商店街が沢山の人で賑わ
った「夜市」が今年も開催されます。40店以上の屋台出店
や、美郷ジャズセッション等のステージイベントほか、フ
ィールドイベントを多数開催します。ぜひお越しください。
開催日時●８月11日㈮ 午後４時〜午後９時
会
場●六郷商店街 どまん中駐車場〜羽後信用金庫
※当日歩行者天国
問

美郷ちゃん夜市実行委員会事務局(齋藤)
☎090(9030)6202

開催日時●８月20日㈰ 午後６時〜
会
場●ロートピア仙南 駐車場
内
容●鏡元もとじショー、夜店、花火 など
問 ロートピア仙南 (鈴木) ☎0187(87)8010

東北電力から愛犬家の皆さまへ(お願い)
東北電力では、
検針員が毎月お客さまの電気メーター (計
量器)の検針作業にお伺いしています。
その際、
犬に吠えら
れて検針作業ができなかったり、
犬に噛みつかれるなどの
事故が発生しています。
愛犬家の皆さまには、
検針作業への
ご理解と併せて愛犬の管理にご配慮いただき、
円滑な検針
作業と事故の未然防止にご協力をお願いします。
問 東北電力大曲営業所 ☎0187(62)8832

第13回町民マレットゴルフ大会
（予選大会）
の
参加者を募集します
開催日時●８月27日㈰ 午前９時〜
参 加 料●無料
会
場●美郷町大台野広場 マレットゴルフ場
参加資格●美郷町民であること
申込期限●８月24日㈭

申・問 事務局(齊藤) ☎0187(85)3131

毎月勤労統計調査特別調査を実施します
厚生労働省では、常用雇用者が1人から４人の事業所を対
象に毎月勤労統計調査特別調査を実施しています。調査対
象となる事業所には８月から９月にかけて調査員が訪問して
調査させていただきます。ご理解とご回答をお願いします。
問 秋田県 調査統計課 ☎018(860)1256

「美郷町創業塾２０１７」
を開催します！
将来の創業をお考えの方のご参加をお待ちしています。
開催日時●９月２日㈯、３日㈰ 午前９時〜午後４時
会
場●美郷町中央行政センター
講
師●トータルサポートスクールリード学舎
代表 阿部 浩美 氏
受 講 料●４千円
募集定員●15名
申込期限●８月18日㈮
申・問 美郷町商工会

☎0187(84)0560

「依存症家族の会」
を開催します
さまざまな依存症を持つ方とのコミュニケーションにつ
いて学ぶ会です。
日
時●８月26日㈯ 午前10時〜正午
会
場●協和病院 1階 研修室（大仙市）
参 加 料●100円(お茶代)
問 依存症家族の会(永野) ☎080(3272)3233

町民野球大会(360歳大会)の参加者を募集します

申 問

開催日時●９月10日㈰ 午前８時〜
会
場●美郷町野球場
参 加 料●７千円
参加資格●・美郷町民であること
・昭和53年４月1日以前に生まれた者
・ユニフォーム着用を厳守（背番号の違うもの、色不問）
申込方法●美郷総合体育館リリオスに備え付けの用紙で申
し込みください。
申込期限●８月20日㈰
その他くわしくは下記までお問い合わせください。
美郷総合体育館リリオス ☎0187(86)8300
美郷町野球連盟(髙橋) ☎090(7931)4480

「ロートピア緑泉夏まつり2017」
を開催します
開催日時●８月10日㈭ 午後６時〜
会
場●ロートピア緑泉 駐車場
内
容●盆踊り、歌謡ショー、夜店、花火 など

問 ロートピア緑泉(中田) ☎0187(84)3636
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平成29年度自衛官の募集について
【自衛官候補生および一般曹候補生】
試験期日●９月16日㈯または17日㈰
受付期限●９月８日㈮
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
【航空学生】
試験期日●９月18日㈪
受付期限●９月８日㈮
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
問

自衛隊秋田地方協力本部
☎0187(63)1313

大仙地域事務所

秋田県国民健康保険団体連合会
職員採用のお知らせ
採用人員●大学卒業程度 若干名(予定)
職務内容●国民健康保険診療報酬等審査支払事務など
受験資格●平成30年３月に４年制大学卒業見込みの者また
は大学卒業後３年以内の者
受付期間●８月25日㈮〜９月15日㈮
申 込 書●８月１日㈫より請求可。※詳細はホームページにて
【第1次試験】
日
時●10月15日㈰
会場●ルポールみずほ
問 秋田県国民健康保険団体連合会 ☎018(862)6864

美郷町唯一の葬儀会館

セレモニーホールみさと
ご遺体
安置室
完備!!

葬儀のことなら、
まかせて安心！
比べてください！他社にはできない
このサービスで、
この値段!!

イフ会員
募集中!!

お盆セール
お盆セ
ル
ル開催中
開催中！8/16㈬まで
8/1
16㈬まで！
お盆セール開催中
店内商品15%OFF
（
「広報の広告見たよ」
と言ってください）
※書籍・セール品等割引除外品もあります。

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187-84-1579

