介護教室を開催します
開催日時●11月22日㈬ 午後２時30分〜午後３時30分
会
場●ロートピア緑泉
参 加 費●無料
内
容●
「病院からお薬をもらったら…」
講
師●大曲ひまわり薬局 管理薬剤師 川田 智広 氏
対 象 者●興味のある方どなたでもご参加ください。

美郷交番からの
お知らせ
こんな言葉にご用心！

問 在宅介護支援センター緑線 ☎0187
（84）
2284

〜特殊詐欺ニュース〜

秋田県司法書士会無料相談会を開催します
開催日時●毎月第４水曜日午後５時30分から午後７時に開
催しています。 ※12月は12月20日㈬の開催
会
場●サンクエスト大曲
相談内容●不動産・会社・法人の登記、多重債務、成年後見など
申込方法●
事前に必ず電話による予約が必要です。毎週木曜日午後
３時までに（☎018
（824）
0055※予約専用電話）へご予約
ください。
問 秋田県司法書士会

☎018
（824）
0187

仙北地域振興局
「元気なふるさと秋田づくり」
顕彰事業

申・問

仙北地域振興局では、地域固有のさまざまな課題の解決
に向けて、自立的・主体的な活動に取り組み、他の模範と
なっている団体・個人を募集しています。応募していただ
いた中から選考のうえ受賞者を決定し、表彰します。
募集期限●12月20日㈬
募集対象●大仙市、仙北市および美郷町における団体・個
人で次の要件を満たすもの
①地域のための活動に継続的に取り組んでいる
こと
②その活動が今後も地域で広がることが見込ま
れるとともに、ほかの模範となっていること
応募方法●表彰を受けようとする団体・個人（自薦・他薦
問わず）は、推薦調書を仙北地域振興局に提出
してください。

★電話でお金の話をされたら詐欺ではないかと疑い、
すぐ相談を
★サイトの利用料金は支払う前に相談を
★
「宅配便でお金送れ」
は詐欺
★
「還付金があるからＡＴＭに行って」
は詐欺
★
「コンビニでギフトカードを買って
番号を教えて」
は詐欺

美郷町の交通事故統計（８月末）
人身交通事故 物損交通事故

合計

六郷地区

8
（−5）

82
（+5）

90
（±0）

仙南地区

5
（±0）

55
（+4）

60
（+4）

千畑地区

4
（−6）

42
（+8）

46
（+2）

17
（−11） 179
（+17）

196
（+6）

合計

秋田県仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課
企画・観光振興班 ☎0187
（63）
5114

「大曲仙北小中学校音楽祭」
を開催します
開催日時●11月８日㈬
開演：午前10時 午後４時30分終演予定
会
場●大曲市民会館 大ホール
入 場 料●無料
出 演 者●郡市内小中学校
主
催●大曲仙北音楽教育研究会
問 大仙市立大曲西中学校
（加藤） ☎0187
（68）
2222

第13回美郷町民バスケットボール大会を開催します
開催日時●12月３日㈰ 午前９時〜
会
場●美郷町中央体育館
参 加 料●無料
参加資格●①美郷町民であること
②美郷町に通勤通学していること。１チーム７
割以上が町民であること
③高校生以上（女子参加 O K ）とする。ただし
高校生男子がプレーする場合はコート内に１
名までとする
試合方法●現行日本バスケットボール協会競技規則に準ず
る。詳細はお問い合わせください。
申込方法●11月17日㈮までに下記へメールにて受付
misato-bba@email.plala.or.jp
問 美郷町バスケットボール協会
（伊藤）☎090
（4602）
3734

初冬の交通事故防止
初冬の交通事故で気を付けなければならないのは、
トンネルの出入り口、橋の上や日陰になった道路の
凍結です。
路面が濡れた状態になってい
るときは、十分に速度を落とし、
慎重な運転を心掛け、交通事故
を防ぎましょう。

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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MISATO TOWN INFORMATION

清掃ボランティアにご参加ください

試験日時●11月26日㈰
受
付：午前８時50分〜
試
験：午前９時30分〜午前10時30分
合格発表：午前11時50分〜
会
場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」
受験資格●小学５年生以上で、それぞれ下級に合格してい
ること（３級以外）
検 定 料●一般800円、中学生以下300円（各級共通）
申込方法●11月16日㈭までに美郷町観光情報センター
（湧太郎内）
に備え付けの申込用紙にてお申込み
ください。

■第１回目
開催日時●11月６日㈪
午前９時30分〜（1時間程度）
集合場所●美郷町役場駐車場
持 ち 物●熊手、レーキ、竹ぼうき、一輪車
（準備できる方）
小雨決行ですので雨具は各自で準備ください。
■第２回目
開催日時●11月13日㈪
午前９時30分〜（1時間程度）
集合場所●みさと福祉センター駐車場
持 ち 物●第1回目と同じ
※第２回目はいものこ会も計画していますので多数のご
参加をお待ちしています。
いものこ会 会費：200円（いものこ汁、おにぎり）
申込方法●11月８日㈬までに下記へご連絡ください。

申・問 美郷町観光情報センター ☎0187（84）0110

申・問 奉友会
（戸沢） ☎0187
（85）
3813

第６回美郷検定を実施します

美郷中学校吹奏楽部2017年定期演奏会を
開催します
開催日時●11月19日㈰ 開場：午後0時15分
開演：午後0時45分
会
場●美郷中学校体育館
入 場 料●無料
注意事項●スリッパ等上履きは持参してください。学校敷
地内は禁煙です。

コンプライアンス・チェックテキストをご活用ください！
本テキストは、事業所で基本的な労働関係法令が守られ
ているか86の項目にわたってチェックができるようになっ
ています。
守られていない項目があった場合の相談窓口や必要な資
料なども紹介しています。ぜひ秋田労働局ホームページか
らダウンロードしてください。
問 秋田県労働局 雇用環境・均等室 ☎018
（862）
6684

問 美郷中学校
（篠塚・菊地） ☎0187
（84）
2020

「Ａターンフェアin秋田」
を開催します
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ターンフェアin秋田」
を開催します。帰省す
るご家族、学生、お知り合いの方にもぜひお知らせください。
日
時●12月30日㈯ 正午〜午後３時
会
場●秋田拠点センターアルヴェ1階 きらめき広場
内
容●県内企業ブースでの企業説明会や各相談ブース
での就職相談や移住相談など

問 秋田県あきた未来創造部 移住・定住促進課
☎018
（860）
1234

お酒の悩みは保健所にご相談ください
11月10日㈮から16日㈭はアルコール関連問題啓発週間
です。お酒をやめられない、飲み過ぎで健康障害がある、
暴力がある等…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、お酒に関する悩みの相
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
精神科医による相談：月１回 木曜日
（予約制）
保健師による相談：平日の午前８時30分から午後５時15分

申・問 大仙保健所 ☎0187（63）3403

労働保険
（労災保険・雇用保険）
の
加入手続きはお済ですか
11月は
「労働保険適用促進強化期間」
です
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を１人以
上使用するすべての事業主が加入することとなっています。
該当する場合は、事業主および労働者の意向にかかわら
ず、法律上、当然加入の手続きを行うことが事業主の義務
となっています。まだ加入されていない場合は、早急に最
寄りの労働基準監督署かハローワーク（公共職業安定所）
にご相談されますようご案内します。
問 秋田労働局 総務部 労働保険徴収室 ☎018
（883）
4267

11月11日㈯から17日㈮は
「税を考える週間」
です
「税を考える週間」の期間中は、租税の意義や役割、税
務行政に対する知識と理解を深めていただくために、集中
的にさまざまな広報施策を実施します。
国税庁ホームページでは、「くらしを支える税」をテー
マとした特設ページを設け、国税庁の各種取組について紹
介します。
また、社会人等を対象とした講演会や関係民間団体・地
方公共団体等と連携して、各種イベントを実施します。
詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
問 大曲税務署

県営住宅の入居者を募集しています

総合県税事務所からのお知らせ

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３階建て ２DK １戸
(平成４年度建設)
鉄筋コンクリート造４階建て ３DK ２戸
(平成６年度建設)
家
賃●２DK：20,500円〜 ３DK：23,100円〜
募集期間●11月1日㈬〜11月10日㈮
入居可能日●12月１日㈮

■個人事業税（２期）の納期限は11月30日㈭です
忘れずに最寄りの金融機関で期限内に納めましょう。口
座振替をしている方は、預金残高の確認をお願いします。
■個人事業税の納税もぜひ口座振替で！
公共料金の支払いと同じように、個人事業税も口座振替
にしませんか。わざわざ金融機関へお出かけになる手間が
省けて、安全、確実です

問 秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課

問 秋田県総合県税事務所 納税部 収納管理課

☎0187(63)3124
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☎0187
（62）
2191

☎018
（860）
3331

