
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

　返信用封筒やレターパック、宅配便などで現金を送る
ことは禁止されています。「返信用封筒等でお金を送っ
てください」と言われたら詐欺ですので、ご注意ください。
金融機関窓口での被害防止対応にご協力ください
　警察と金融機関では、高齢者の方が窓口で高額な現金
を引き出す際に、「小切手」を使うよう促す詐欺対策を
実施しています。詐欺被害が疑われる場合の引き出しは、
金融機関窓口でアンケート調査をす
るほか、小切手の使用による引き出
し協力をお願いしています。
　高額な現金引き出しのときほど、
冷静になる時間を確保し、被害防止
に努めてください。

　スリップ事故や見通しの悪い交差点での事故が多くな
る時期です。事故を起こさないために、次の点に注意し
ましょう。
・スピードは控えめに、車間距離は十分に！
・「急ブレーキ、急ハンドル、急加速」は厳禁！
・交差点では、人も車も手前で必ず止まり、安全確認に
　余裕を持つ！
・雪道で自転車は絶対に乗らない！

　明けましておめでとうございます。
　皆さまには、希望に満ちあふれた新年を迎えられたこ
とと心からお慶び申し上げます。
　今年も新たな気持ちで、美郷町の
皆さんが笑顔で１年を過ごされるよ
う「交通事故防止」「特殊詐欺被害防止」
の誓いをお願いするとともに、家族
や地域のみんなで声を掛け合ってい
きましょう。

新年も  家族・地域で誓おう  二つの防止

「宅配便・レターパックで金送れ」は詐欺
特殊詐欺被害防止

～交通安全・特殊詐欺被害防止は家庭から～

スリップ事故を防ぎましょう
交通事故防止

　最近の降雪状況は、短期間で相当量の雪が降り積もる傾
向があります。雪下ろしを行う際は、けがや事故に遭わな
いために事前の準備をしっかりと行ってください。
・雪下ろし時は、滑り止め・命綱・ヘルメットを着用　
　し、はしごを固定して行いましょう。
・作業前に家族に話して、必ず複数で行いましょう。

一人での除雪作業は危険です
雪下ろしは慎重に

秋田県福祉サービス相談支援センター
☎018（864）2726問

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
☎0187（63）1313問

募集内容●自衛官候補生
受付期限●１月30日㈮
試験期日●２月８日㈰
受験資格●昭和63年４月２日から平成９年４月１日まで
　　　　　の間に生まれた男子（高卒見込み含む）
身　　分●特別職国家公務員
待　　遇●週休２日制、年次休暇、宿舎費無料、食事支給、
　　　　　制服・寝具等貸与など

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●１月14日㈬　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉
講　　師●社会体育研究所Wave　所長　小林恵津子氏
内　　容●「転倒しない身体づくり」
そ の 他●参加無料です。お気軽にご参加ください。

　ホームヘルパーや福祉施設など、利用している福祉
サービスについて、不満や要望はありませんか。「思っ
ていたサービスの内容と違う」「詳しく説明してくれな
い」など、事業所に直接話しにくい場合や、話し合って
もなかなか解決しないときは下記までご相談ください。

秋田県福祉サービス相談支援センター　　
福祉サービスの苦情解決をお手伝いしています

自衛官候補生を募集しています

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」

転倒予防教室を開催します　

２月18日㈬、19日㈭

15名

自由研削といしの
取替え等の業務に係る
特別教育

２月19日㈭、20日㈮

10名

木造建築物の組立て等
作業主任者技能講習講 習 名

定 　 員

講習期間

秋田県立大曲技術専門校　民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

問 在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284

【お問い合わせ先】大曲仙北バスケットボール協会
☎090（7066）1493（佐藤）

16th W LEAGUE in DAISEN-SENBOKU-MISATO

第16回Wリーグ大仙仙北美郷大会
富士通レッドウェーブ VS シャンソンVマジック

平成27年2月7日（土） 開催!!
会場●美郷総合体育館リリオス 《10：00 開場》
10：30　前座試合
　　　　　【ミニバスケットボール女子ほか】
14：00　Tip off

チケット
発売中!!
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大曲税務署管理運営部門　☎0187（62）2190
http://www.e-tax.nta.go.jp問

　美郷町、大仙市の真木真昼県立自然公園を美しくする
会では、真木真昼県立自然公園の四季をテーマにフォト
コンテストを実施します。
募集内容●真木真昼県立自然公園内で撮影した未発表の
　　　　　ものであれば、一人何点でも応募できます。
　　　　　被写体は自由です。ただし、入賞は一人１点で、
　　　　　合成した作品は受け付けません。
応募方法●申込用紙に次の①から⑩を記入し、作品１枚
　　　　　ごとに申込用紙１枚を添付して応募してくだ
　　　　　さい。申込用紙は美郷町ホームページからダ
　　　　　ウンロードできるほか、任意の様式でも構い
　　　　　ません。
　　　　　①写真の題名　②撮影場所　③撮影年月日
　　　　　④住所　⑤氏名　⑥年齢　⑦職業（学生の場
　　　　　合は学校名と学年)　⑧電話番号
　　　　　　⑨カメラの種類 　⑩写真の返却希望の有無
作品規格●カラープリント四ツ切りサイズの１枚写真
　　　　　（台紙不要、デジタル写真の場合はインクジェ
　　　　　ットプリント不可、写真店でのプリントに限る。）
受付期間●平成27年11月30日㈪まで
発　　表●平成27年12月に入選者に直接通知します。
表　　彰●平成28年１月予定
　  賞 　 ●【最優秀賞】 １点　 【優秀賞】３点
　　　　　【入　　選】10点    【特別賞】５点
　　　　　※副賞は美郷町と大仙市の特産品等
そ の 他●入選・入賞作品は、美郷町、大仙市の公共施
　　　　　設に展示するほか、パンフレットやホームペ
　　　　　ージ等に活用させていただきます。入選以上
　　　　　の版権は主催者に帰属しますので作品は返却
　　　　　しません。

　税務署窓口で納税証明書を受け取る場合、自宅等から
のオンライン請求に電子証明書やICカードリーダライタ
が不要となりました。オンライン請求は、手数料が通常
よりも安価となっており、窓口で書面により請求する場
合と比べ、短い時間で証明書を受け取ることができます。
　納税証明書交付請求書の作成に当たっては、e-Taxホ
ームページのe-Taxソフト（WEB版）をご利用ください。

日　　時●１月31日㈯～２月１日㈰
　　　　　開会式：午前９時～
会　　場●美郷総合体育館リリオス
種　　目●フットサル
参加資格●美郷町民または美郷町内に通勤している方
試合方法●５人制によるリーグ戦およびトーナメント
参 加 料●無料　　　　　申込期限●１月18日㈰
そ の 他●審判資格のある帯同審判員１名以上が必要です。
　　　　   また、抽選日については申込者に後日連絡します。

　美郷町社会福祉協議会では、高齢者の方々が住み慣れ
た地域で安心して生活できるよう、町民参加の一斉除排
雪活動を実施します。ボランティアにご協力いただける
方は、下記までご連絡ください。
実施日時●①１月22日㈭　午後１時30分～
　　　　　②２月 ５日㈭　午後１時30分～
　　　　　※美郷中学生、六郷高校生と一緒に作業します。
作業場所●町内のひとり暮らし高齢者宅など
申込方法●各実施日の１週間前までにお申し込みください。
　　　　　 ※詳細については、申し込み後にご連絡します。

　国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金として給
付を行う、公的な年金制度です。年金額をご自分で設計
して増減することも可能で、掛金は全額「社会保険料控
除」の対象となり、受け取る年金にも「公的年金等控
除」があるなど、税制面でも優遇されています。また、
基本型は支給開始年齢が65歳からとなっていますが、
２口目以降では60歳で支給を開始することも可能です。
　次の条件を満たした方が加入できます。
①国民年金の第１号被保険者で、保険料を納めている方
②60歳以上65歳未満で、国民年金に任意加入している方
③秋田県内に住所のある方

町民サッカー大会の出場者を募集します

一斉除排雪活動事業のボランティアを募集します

秋田県国民年金基金からのお知らせ　　　　　　　　　　
年金を増やしませんか

「真木真昼の四季フォトコンテスト」作品を募集します

納税証明書のオンライン請求が便利になりました

M I S A T O  T OWN  I N F O RM A T I O N  

町サッカー協会　  大村　☎090（6624）4303
　　　　　　　　 久米　☎090（2273）2875

申・問

美郷町社会福祉協議会　地域福祉班
☎0187（85）2294　　FAX 0187（85）2291

申・問

美郷町　商工観光交流課　 ☎0187（84）4909
大仙市太田支所　市民サービス課
　　　　　　　　　　　　☎0187（88）1111

申・問

問 秋田県国民年金基金　☎0120（65）4192
ローゴ ヨ  イ  ク  ニ

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

明けましておめでとうございます
本年も皆さまに親しまれる温泉を目指します
よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます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

美

本年
よろ美郷町金沢東根字美郷町金沢東根字

☎0187-84-☎0187 84

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

美

本年
よ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 美郷美郷字仏沢21字仏沢21

-39833983
0-10 1 美郷美郷

郷温泉あったか山山六郷 湯とぴあ雁の里温泉湯ン・アーール

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

1月18日●は
美郷の湯感謝デー

日

広報 2015.125


