
　金銭、土地建物、交通事故、相続などの法律問題につい
て秋田弁護士会所属の弁護士がご相談に応じます。
日　　時●10月13日㈮　午前10時～午後３時30分
会　　場●アトリオン(秋田市)７階「くらしのサロン」
募集人員●24人(予約制、参加無料)
申込方法●10月11日㈬までに下記へ電話かFAXにて①氏
　　　　　名②人数③連絡先④行事名をお伝えください。

日　　時●10月19日㈭　午後１時30分～午後４時
会　　場●秋田地方・家庭裁判所、秋田地方検察庁、
　　　　　秋田地方法務局
募集人員●40人(予約制、参加無料)
申込方法●10月４日㈬から10月17日㈫までに下記へ電話
　　　　　かFAXにて①氏名②人数③連絡先④行事名をお
　　　　　伝えください。

期　　日●10月15日㈰　　参 加 費●1,000円
集　　合●午前８時30分　美郷町中央ふれあい館　駐車場
日　　程●
　午前8時30分出発→午前９時登山開始→県境→馬転ばし
→岩手県側登山口→午後1時正岡子規句碑→西和賀温泉→
午後３時30分美郷町中央ふれあい館到着
装　　備●ザック、雨具、昼食、着替タオル等
申込期限●10月10日㈫(先着15人)

日　　時●10月22日㈰　午前10時30分～午後1時
会　　場●秋田県赤十字血液センター(秋田市) ３階会議室
講　　師●NPO法人キーアセット　代表　渡邊 守 氏
定　　員●50名　　参 加 費●無料

　平成29年10月１日から、秋田県最低賃金が22円引き上
げられ、時間額「738円」となります。詳しくは下記また
は最寄りの労働基準監督署にご照会ください。 

秋田労働局賃金室　☎018 (883)4266問

美郷山岳会(小松)　☎090(5232)2484申・問

秋田赤十字乳児院　☎018(884)1760
受付時間：午前８時30分～午後５時

申・問

秋田地方・家庭裁判所事務局　総務課庶務係
☎018(824)3121（内590）　FAX018(823)8849問

秋田地方・家庭裁判所事務局　総務課庶務係
☎018(824)3121（内590）　FAX018(823)8849問

三庁(裁判所・検察庁・法務局)見学ツアーを
開催します

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

全国地域安全運動の実施

こんな言葉にご用心！
～特殊詐欺ニュース～

～みんなでつくろう安全の町～

～早めのライト点灯～

「法の日」週間行事「無料法律相談」

H29大曲花巻線を歩く会の参加者を募集します

「里親研修～ひだまり～」を開催します

秋田県最低賃金が改正されました

　10月11日㈬～10月20日㈮までの10日間、全国地域
安全運動が実施されます。管内では、空き巣や車上ね
らいなどの盗難事件が発生しています。次のことに注
意して、防犯意識を高めましょう。

★あなたしか買えない、名義を貸して
★還付金があるからＡＴＭに行って
★レターパック・ゆうパック・宅急便でお金を送れ
★コンビニで電子マネーを買って、番号を教えて
電話でこんな言葉があれば、詐欺です。
こんな言葉に騙されないよう十分注意して下さい。

●自宅を留守にする時や車両等から
　離れる際は鍵をかけましょう。
●万一、被害に遭われた時は
　現場をそのままにし、警察に通報しましょう。
●不審者を見かけた際は、すぐ警察に通報しましょう。

夕暮れ時の交通事故防止

●ドライバーは、早めにライトを点灯しましょう。
●自転車乗りの方は、早めにライト点灯のほか、反射材
　をつけましょう。
●歩行者は明るい服装と反射材をつけましょう。

　夕暮れ時は、交通事故が多発する時間帯です。次のこ
とを実践して、交通事故防止に努めましょう。

http://www.gantaro.jp/
☎0182-37-3000
国道13号線金沢バイパス

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

駅長とじゃんけん大会

お米の重量挙げ大会

輝く！カラオケ大会
10：00～

14：30～

10：00～

14：00～

野菜の重さ当てクイズ正解発表
7日・8日の両日同時開催！！「秋田県南じまんこ市場」県南の道の駅が大集合！！

開業13周年記念開業13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7日●・8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
7日の
催し

8日の
催し

（当日参加OK!）

（出場者の募集は締め切りました）
正解者に
旬の野菜進呈

勝ち残った人
には景品
プレゼント！
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いたしますいたします「永平寺のごまどうふ」限定販売「永平寺のごまどうふ」限定販売
売り切れご免！今年も美郷フェスタにて売り切れご免！今年も美郷フェスタにて

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187-84-1579

セレモニーホールみさと
美郷町唯一の葬儀会館

花宝堂イフ会員募集中!!

唯一美郷町

葬儀のことなら、まかせて安心！

館一の葬儀儀会館

ご遺体安置室完備!!

美郷フェスタにて入会された方 特典あり
花宝堂 会 募集中

ど「 のごまど「永平寺のごまどうどう永平寺のごまど「「永平寺のごご「「永平寺のごま永平寺「永平寺のごまどう「永 のごまどどうう寺の どどう永 ま寺「永平寺のごまどう
売り切れご免！！ご免ごり切れごれ ！！り切れご免免免免免売り切れ売売り切れ 免売り切れご免！！今今今今今今

ニーセレモニセセセ
唯美郷町

かかせせ葬儀儀のこのことなとなら、ら、まま葬儀葬葬儀葬葬儀

すすすしますたしますすすすすたしますしたしますたしますたします
タにててにタにて

みさとととと
館

いたいたふ」うふ」限定販売いたいた売うふ」限定ふふ」ふ」限定販販うふ」限定販売いたいいたうふ」 売売定うふ」限定販売
フェスタ郷フ今年も美 スタフェスも美今年も美郷郷今年も美郷フェスタ

ーホールルみ
の葬儀儀会館

せてせて安心安心！ 安安置室置室完備完 !!完備!!備!!!完備!備ごご遺ご遺体安体安
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!!

日　　時●10月８日㈰　
　　　　　午前９時30分～午後３時20分
会　　場●美郷中学校
テ ー マ●「爽 奏 創 想 壮 総」～むそう～
内　　容●作品展示、食堂、高齢者招待、バザー、
　　　　　ステージ発表　ほか

　過去に発生した地震災害について考え、防災意識の高揚
につなげることを目的とし、秋田県内で見られる過去の地
震痕跡を見学します。
日　　時●10月29日㈰　午前10時30分～午後３時
会　　場●美郷町北ふれあい館 ほか　　
参 加 料●無料
対 象 者●
　主に小学３年生から中学生（小学生は保護者同伴でお願
いします）※一般の方のご応募も可能ですが、解説等は小
中学生向けの説明となります。
定　　員●40名程度（先着順、保護者含む）
内　　容●「地震などの自然災害に関する講義」「断層の
　　　　　模型作り」「地震の痕跡の野外観察」など
申込方法●10月23日㈪までに下記へ電話、FAX、Eメール
　　　　　にて①参加者全員の氏名(ふりがな)、②参加者
　　　　　全員の性別・生年月日、③電話番号をお知らせ
　　　　　ください。
そ の 他●参加者は動きやすい服装で参加し、飲み物・昼
　　　　　食を持参してください。中止が想定される場合
　　　　　は前日中に参加者へ連絡します。

■仙北市「抱き返り秋満喫コース」
期　　日●10月24日㈫　　定　　員●30名
参 加 料●1,000円(当日受付へ)
　　　　　※昼食時芋の子汁用意します
集合場所●中央体育館玄関前(受付:午前８時30分～)
時　　間●午前９時出発　午後３時解散
申込期間●10月10日㈫～10月17日㈫
　　　　　※定員になり次第終了
■能代市「風の松原＆はまなすコース」
期　　日●10月28日㈯　　定　　員●30名
参 加 料●1,000円(当日受付へ)
集合場所●中央体育館玄関前(受付:午前７時45分～)
時　　間●午前８時出発　午後４時30分解散
申込期間●10月13日㈮～10月20日㈮
　　　　　※定員になり次第終了
■湯沢市「小安峡散策コース」
期　　日●10月31日㈫　　定　　員●20名
参 加 料●1,000円(当日受付へ)
集合場所●中央体育館玄関前(受付:午前８時～)
時　　間●午前８時30分出発　午後４時解散
申込期間●10月17日㈫～10月24日㈫
　　　　　※定員になり次第終了

大仙保健所　☎0187(63)3403問

後三年鴻声の里　☎0187(83)2035問

美郷中学校　☎0187(84)2020問

美郷町バレーボール協会(大坂)　☎090(8423)1206問

開催日時●11月５日㈰　組合抽選：午前８時30分～
　　　　　開会式：午前９時～
会　　場●美郷総合体育館リリオス
■４人制混合ソフトバレーボール
参加対象●美郷町の男女　男子１名まで可
ル ー ル●４人制、ネット高さ２m
■高齢者バレーボール　
参加対象●美郷町55歳以上の男女
ル ー ル●高齢者大会ルール
■一般男女混合バレーボール
参加対象●美郷町男女混合(女子２人以上)
ル ー ル●６人制、ネット高さ２m24cm
申込期限●10月29日㈰　リリオスにて申し込みください。

日　　程●11月23日㈭、11月25日㈯、11月26日㈰
会　　場●秋田県心身障害者総合福祉センター（秋田市）
対 象 者●今年４月１日現在、18歳以上の県内在住者で、
　　　　　講習終了後に障がい者スポーツ指導員として県
　　　　　内で活動できる方（定員30名）
テキスト代●3,500円　　認定申請手続料●9,300円
申込方法●10月20日㈮までに申込書を郵送またはＦＡＸ
　　　　　で提出してください。申込書は協会ホームペー
　　　　　ジからダウンロードできます。

　夜眠れない、ひきこもっている、お酒の問題を抱えてい
る、妄想めいたことを言う…。あなたやあなたの身近な人
のことで、そんな悩みはありませんか？
　保健所はさまざまなこころの悩みの相談窓口です。ひと
りで悩まず、まずはご相談ください。
■大仙保健所の相談業務
精神科医による精神相談：月1回(予約制)
保健師による精神相談：平日午前８時30分～午後５時15分

開催日時●10月29日㈰　午前10時～
会　　場●後三年鴻声の里
内　　容●利用者と職員による歌や演奏、模擬店、福祉事
　　　　　業所紹介、農産物販売など盛りだくさんの内容
　　　　　でお待ちしています。

美郷町総合型スポーツクラブ事務局  ☎0187(84)4916
(火曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで)

申・問

秋田大学 地方創生・研究推進課　
☎018(889)2844　FAX018(889)3162
E-mail：bousai-s@jimu.akita-u.ac.jp

申・問

一般社団法人秋田県障害者スポーツ協会
☎018(864)2750　FAX018（874）9467

問

第13回美郷町民バレーボール大会を実施します

こころの悩みは保健所へ

後三年鴻声の里「鴻声祭」を開催します

美郷中学校「一心祭」を開催します

「秋田大学ぼうさい教室in美郷町」を開催します

屋外ウォーキング教室の参加者を募集します

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を
開催します
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