５・６月開催予定のスキルアップセミナーのご案内
■ビジネスマナー講習 定員10名
５月10日㈫、５月11日㈬
■ガス溶接技能講習 定員15名
５月17日㈫、５月18日㈬
※午前９時から午後５時まで
■第二種電気工事士筆記試験
（上記）
準備講習 定員20名
５月18日㈬〜５月20日㈮
■アーク溶接特別教育 定員20名
６月1日㈬〜６月３日㈮
※午前９時から午後５時まで
■ワード/エクセル入門 定員10名
６月７日㈫、６月８日㈬
■クロス施工基礎講習 定員10名
６月22日㈬、６月23日㈭
■簿記Ⅰ
【仕訳の基本】 定員10名
６月22日㈬、６月23日㈭
時
間●午前９時〜午後４時
実施場所●大曲技術専門校
受講資格●現在お勤めしている方
受 講 料●無料（テキスト代は別途）

美郷交番からの
お知らせ
特殊詐欺の被害防止のために
〜特殊詐欺ニュース〜
電話で還付金の連絡は詐欺です
県や市役所・役場の担当者が税金など
の還付金について電話で連絡をすること
はありません。
また、還付金の手続きをATMで行わせ
ることもありません。

電話でお金の話は詐欺です!

山菜採りの遭難防止
〜山菜採り 行き先告げて 無理をせず〜

秋田県立大曲技術専門校 民間訓練支援室
問
☎0187
（62）
6321

「自分に限って」
という油断は禁物！
安全はあなたの心構えから！
★もし、迷ってしまったら…

秋田県立博物館ボランティア
「アイリスの会」
会員を募集します
秋田県立博物館で活動するボランティア団体「アイリ
スの会」では、一緒に活動していただける皆さんを募集
しています。
対
象●①博物館でのボランティア活動に興味、関心
のある方
②高校生以上で、秋田県立博物館に通える方
③月に１回以上、博物館でボランティア活動
ができる方（ただし、高校生は土日および
長期休業中の活動）
年 会 費●1,500円（保険料含む） ※学生は保険料のみ
そ の 他●会員は年間を通じて募集しています。定員はあ
りません。詳しい活動内容や応募方法について
は、下記までお問い合わせください。また、県
立博物館のホームページにも掲載しています。
問・申

アイリスの会事務局 ☎018
（845）
3093
秋田県立博物館
☎018
（873）
4121
URL http://www.akihaku.jp
/volunteer/volunteer.htm

美郷町唯一の葬儀会館

●むやみに歩き回らない。
（沢や崖に転落してしまう場合がある）
●雨風を防げる場所で救助を待つ。
●明るくなったら見通しの良い場所に出
て救助を待つ。
●捜索のヘリコプターを見つけたら、見通しの良い場所に移
動して目立つ色の着衣、雨具、タオル等を振って自分の居
場所を知らせる。

自転車運転者講習制度
危険行為を繰り返すと
講習を受けなければなりません
【講習制度の流れ】
危険行為を
繰り返す

都道府県
公安委員会
から受講命令

講習の受講

講習の対象となる危険行為
①信号無視 ②遮断踏切立入り
③指定場所一時不停止等 ④歩道通行時の通行法違反
⑤制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
⑥酒酔い運転 など

セレモニーホールみさと
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!!

㈲花宝堂 六郷葬儀社
☎0187-84-1579
イ フ 会 員 募 集 中！

問い合わせ
ご遺体
安置室
完備!!

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
2016.5 広報
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公共職業訓練生の募集について

屋内スポーツ館の受付場所、時間変更のお知らせ
５月１日㈰より美郷町屋内スポーツ館の利用申請の受
付が、時間帯により同じ建物内の「美郷町歴史民俗資料
館」事務所に変更になります。下記の時間を確認し、申
請をお願いします。
午前９時〜午後４時：歴史民俗資料館事務所にて受付
午後４時〜閉館まで：屋内スポーツ館にて受付

訓練期間●７月１日㈮〜12月27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）
定
員●電気設備技術科
（15名）
、
ビル管理技術科
（15名）
募集期限●５月30日㈪
受 講 料●無料（テキスト代は別途）
応募資格●ハローワークに求職申込をされた方で、新たな
技術・技能を身に付けて再就職を希望される方
秋田職業能力開発促進センター

問・申

問 （ポリテクセンター秋田） 訓練課 受講者第一係
☎018
（873）
3178

美郷町屋内スポーツ館、美郷町歴史民俗資料館
☎0187
（88）
8706

ホストファミリーを募集します
航空法改正により
「無人航空機」
飛行ルールが定められました

問

国土交通省航空局安全部 無人航空機窓口
☎03
（5253）
8111

水の事故にご注意ください
仙北平野土地改良区では、冬期間も施設維持用水とし
て水路へ水を流していましたが、農業用水としての利用
の始まる５月上旬より、水量が多く、流れも非常に速く
なることから、水の事故についてこれまで以上の注意が
必要となります。つきましては、水難事故を防止するた
めに、農業用用水路および頭首工
（河川をせき止めている
施設）
、河川からの取水口、ため池等の危険箇所には近
づかないようにしましょう。
問 秋田県仙北平野土地改良区 ☎0187（62）0180

労働保険の年度更新をお忘れなく！

問・申

労働保険（労災保険・雇用保険）の保険料は、事業主
が年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定
申告の上、清算することになっています。
平成28年度の申告・納付期間は、６月１日㈬から７月
11日㈪までです。お早めに手続をお願いします。
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秋田県労働保険徴収室
大曲労働基準監督署

☎018
（883）
4267
☎0187
（63）
5151

問・申

平成27年12月10日から、無人航空機（産業用無人ヘ
リコプター、ドローン、ラジコン機等）を用いて空港等
の周辺や人口集中地区の上空を飛行させる場合、また、
以下に該当する行為を行う場合は、国土交通大臣の許
可・承認が必要となりました。
①物件を投下する場合（物件には農薬、肥料、種子、
融雪剤、水等も該当します）
②人
（第三者）
または物件
（住居、
電柱、
電線、
街灯等）
と
の間を30メートル未満で飛行させる場合
③日中以外（日出前や日没後に）飛行させる場合
④目視（直接肉眼による）範囲外で飛行させる場合
⑤爆発物など危険物を輸送する場合
⑥多数の者の集合する催し場所上空で飛行させる場合
■航空法に基づく許可・承認の申請について
国土交通省航空局ホームページを確認してください。

公益財団法人秋田県国際交流協会では、留学生をご家
庭に受け入れていただけるホストファミリーボランティ
アを募集しています。交流は、週末などお互いのご都合
のよい時に自由に行っていただけます。
申込・詳細は下記へお問い合わせください。
公益財団法人秋田県国際交流協会
☎018
（893）
5499
URL http://www.aiahome.or.jp

足場の組立等作業従事者
特別教育講習会を開催します
日

時●５月31日㈫ 受付：午前８時30分〜
講習：午前９時〜午後４時
会
場●大曲地域職業訓練センター
大仙市大曲田町3-1
受 講 料●8,000円（テキスト代を含む）
定
員●50名
申込期限●５月20日㈮ ※定員に達した場合、期日前で
も締め切ることがあります。
申込方法●下記へ電話にてお申し込みください。受講希
望者には後日申込書と受講案内を送付します。
問・申 大曲地域職業訓練センター ☎0187（62）1726

平成28年度
「大学月額奨学金」
「多子世帯向け奨学金」
奨学生を募集します
■募集奨学金の種類
大学月額奨学金
・所得制限あり ・他の給付型奨学金との併用不可
多子世帯向け奨学金
・所得制限なし ・他の給付型奨学金との併用可
・世帯の子どもの数が３人以上であること
■応募資格
①秋田県出身者であること
②平成28年４月に文部科学省所管の国公立、私立の
大学、短期大学に入学し1年に在籍していること
③高校卒業後３年以内の者、高卒認定者は中学校卒業
後６年以内の者であること
その他詳細は下記までお問い合わせください。
問・申 公益財団法人秋田県育英会 ☎018（860）3552

