
業務内容●観光案内および一般事務、イベントの企画等
勤務場所●美郷町観光協会事務局（名水市場湧太郎内）
加入保険等●雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
申込期限●３月５日㈪
申込方法●ハローワークを通じて行ってください。
　勤務時間等詳しくは下記へお問い合わせください。

日　　時●３月17日㈯　午前10時20分～午後３時30分
会　　場●秋田県司法書士会館 ３階
　　　　　（秋田市山王六丁目３番４号）
※相談は面談のみです。予約不要ですので会場へ直接お越
　しください。男性の方の入室はご遠慮願います。

■介護者教室
日　　時●３月３日㈯　午後２時30分～午後３時30分
会　　場●ロートピア仙南　会議室　
内　　容●「病院でお薬をもらったら」
講　　師●大曲ひまわり薬局　管理薬剤師　川田 智弘 氏

■運転免許証の自主返納制度とは？
　運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるように
なった高齢ドライバーの方が自主的に運転免許証の全部ま
たは一部を返納することが出来る制度です。
■返納後は運転経歴証明書の交付が受けられます。
　平成24年4月１日以降に交付された運転経歴証明書は運
転免許証に代わる公的な本人確認書類として、永年利用す
ることができます。
■運転経歴証明証を提示すると特典が受けられます。
　タクシー・バスの料金割引や支援協賛店ではお店ごとに
料金割引等のサービスが受けられます。
※支援協賛店の詳細はホームページをご覧ください。

　県では、がん治療に伴い医療用補正具を使用する方に対
し、購入費用の一部を助成しています。
対 象 者●平成29年４月1日以降にがん治療に伴い医療用
　　　　　補正具を購入した方
対象経費●ウィッグおよび乳房補正具の購入費用
助成限度額●ウィッグ  15,000円　乳房補正具  10,000円
申請期限●今年度（H29.4～H30.3）中に購入した補正具は
　　　　　３月末までに申請してください。

日　　時●３月24日㈯　午後１時30分～午後４時
会　　場●みさと福祉センター　集会室
入 場 料●無料(申し込み不要、直接お越しください)

人星亭喜楽駄朗　☎090(5232)8009問

秋田県司法書士会　☎018（824）0187問

大仙警察署　☎0187（63）3355問

仙北地域振興局　福祉環境部　☎0187（63）3404問

在宅介護支援センター仙南　☎0187（87）8010問

ハローワーク大曲　☎0187（63）0335
美郷町観光協会事務局　☎0187（84）0110

申
問

運転免許返納後もご安心ください

秋田県がん患者医療用補正具助成事業について　

美郷町観光協会の臨時職員を募集します

介護者教室を開催します

女性司法書士による女性のための無料法律相談会

笑いは内臓のジョギング！笑って健康になりましょう！　　
第16回 人星亭一門 演芸発表大会を開催します　

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

　少年による「万引き」、「オートバイ盗」、「自転車盗」などの初
発型非行といわれる犯罪は、非行の入口とも呼ばれており、発
見されずにエスカレートすると大きな犯罪につながるといわれ
ています。
　また、インターネット上の有害情報に携帯電話やスマートフォ
ンからアクセスし、事件に巻き込まれるなど犯罪被害に遭う例
も後を絶ちません。
　特に、春休みから新学期にかけて
の時期は、生活環境の変化により、少
年の気持ちが不安定になるなどの理
由から非行に走ったり、犯罪被害に
遭ったりすることが心配されます。
　家庭や学校、地域の皆さまの協力
により、社会全体で少年を非行や犯
罪被害から守りましょう。

　前年に比べ、物損交通事故件数が増加しました。運転者、
歩行者とも交通法令を遵守し交通事故防止に努めましょう。

少年の非行・犯罪被害防止と
有害環境浄化

美郷町の交通事故統計（12月末）

六郷地区
仙南地区
千畑地区
合計

14（－3）
8（+2）
6（－7）

28（－11）

131（±0）
87（+4）
79（+27）
297（+31）

145（－3）
95（+6）
85（+20）
325（+23）

合計

平成29年中の交通事故統計

物損交通事故人身交通事故

大仙市
美郷町 2,318（+263）

合計

※美郷町における死亡事故1件　※すべて件数　※（）内は昨年比

2,151（+274）

物損交通事故

167（－11）

人身交通事故

葬儀のことなら、まかせて安心！

3/17㈯～25㈰ お彼岸セール
店内商品15％割引!!

㈲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

ご遺体
安置室
完備!!

イフ会員
募集中!!

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!!

2 ㈰お彼岸3/1 ㈯ 岸セ ル～25㈰ お彼岸3/17㈯～ 岸セール～25㈰お彼岸3/17㈯～ 岸セール
商品商品15％割店内店内商 割引!!

葬儀社㈲㈲花宝堂 六郷葬㈲花宝堂㈲ 宝花宝堂宝堂㈲㈲ 宝宝堂花宝宝花花宝宝堂花花宝花花宝宝花花㈲花宝堂㈲花 堂花宝  ☎01 9187-84-15794-1579911574-1 99-4- 51554- 55557-1574-15795794 15

安置室
完備!! 募集中!!サービスで、この値このサ 値段!!

「広報を見た」と言ってください（花ワ、生花、ギフト、書籍等は除外品です）
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　秋田県が展開する総合的な生涯学習講座・あきたスマ
ートカレッジの特別講座を開催します。町内外の人々とと
もに、学んでみませんか。皆さまの受講をお待ちしていま
す！
日　　時●３月10日㈯　午後１時30分～午後３時
会　　場●美郷町中央ふれあい館　１階ホール
テ ー マ●「夏目漱石から見た後藤宙外」
　　　　　～宙外の没後８０年に寄せて～
講　　師●秋田県生涯学習センター
　　　　　北条 常久 シニアコーディネーター
受 講 料●無料

　県内で国際交流や国際協力・国際理解などの多文化共生
を推進する活動を行う民間の団体を対象に、その事業経費
の一部を助成します。
助成金額●助成対象経費総額のうち上限額８万円
■事業の実施期間
　第１期募集　４月1日㈰～平成31年３月31日㈰
　第２期募集　８月1日㈬～平成31年３月31日㈰
■募集期間
　第１期募集　３月1日㈭～３月31日㈯
　第２期募集　７月1日㈰～７月31日㈫
　※申込方法等詳しくは下記までお問い合わせください。

開催日時●３月25日㈰　　午前８時30分～ 
会　　場●美郷総合体育館リリオス　　参 加 料●無料
出場資格●美郷町在住者および勤務者、協会関係者
試合方法●小学生、中学生、高校生、一般男女各部のシングル
　　　　　個人戦（トーナメント形式）

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした
公的な融資制度です。お子さま１人につき350万円以内を、固
定金利（年1.76％（平成29年11月10日現在））で利用でき、在
学期間内は利息のみのご返済とすることができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記
へお問い合わせください。

・所得税および復興特別所得税・贈与税　３月15日㈭
・消費税および地方消費税　４月２日㈪
※申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納
　税のお知らせはありません。
※納付には便利で安全な振替納税（口座振替）をぜひご利用
　ください。振替納税利用の場合の振替日は、所得税およ
　び復興特別所得税が４月20日㈮、消費税および地方消費
　税が４月25日㈬になります。
※大曲税務署内会場を利用される際は、開設時間内に申告書
　を作成できるよう午後４時前のご来場にご協力ください。

　美郷町体育協会では、平成29年度にスポーツでご活躍さ
れた方に対し美郷町スポーツ賞を授与します。大学生と一
般の方で、次に該当される方はお問い合わせください。ま
た、障害者スポーツ大会も同様となります。
候 補 者●美郷町在住者および美郷町出身者
選考基準●
【大会基準】平成30年１月から３月に開催された大会
【大 学 生】県民体育大会、東北総合体育大会、国民体育大会、
　　　　　各地区ブロックおよび全日本大学選手権大会
【一　　般】県民体育大会、東北総合体育大会、国民体育大会、
　　　　　日本体育協会に加盟する競技団体が主催する大会
【選定基準】①から③のいずれかに該当する方
　①大会基準に定める全国大会において優勝した者
　②大会基準に定める東北大会において３位以内に入賞し
　　た者および全国大会において８位以内に入賞した者
　③大会基準に定める秋田県大会において優勝した者
推薦期限●３月30日㈮
※推薦書をもとに選考委員会で授賞者を決定します。

日　　時●３月17日㈯　受付：午後１時～　入場料●無料
■内容
「六郷のお寺さんに聞く会」-お寺さんのそこが知りたい-
　午後1時20分～午後３時
パネリスト●各宗派ご住職・若住職様（髙栁山真乗寺、淨光
　　　　　　寺、松本山真乗寺、太桂寺、永泉寺）
コーディネーター●鈴木正洋（史談会会員）
申込締切●３月13日㈫
　閉会後懇親会（有料：2,000円）を予定しています。詳しく
は下記へお問い合わせください。

　若者の県内定着促進・県内産業の次代を担う人材確保の
ため、平成29年度に引き続き、平成30年度に県内企業等
に就職する新卒者等を対象に、奨学金の返還を助成します。
３年間で、最大60万円の助成を受けることができます。
　平成30年４月から受付を開始しますので、助成を希望の
方は、募集要項で助成要件をご確認の上、期限内に「助成
対象者の認定申請」を行ってください。
■募集要項の入手先　県移住・定住促進課、各地域振興局、
　　　　　　　　　　美郷町教育委員会 教育総務課
■募集要項の電子ファイルダウンロード先
　秋田県就活情報サイトKocchAke（こっちゃけ）！

　湯とぴあ雁の里温泉の施設設備について改修工事を施工
するため、3月13日㈫を臨時休館日とします。前日12日は
通常休館日のため2日連続での休館となります。ご利用の
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしく
お願いします。

大曲税務署　☎0187（62）2191問

教育ローンコールセンター
☎0570（00）8656（ナビダイヤル）または☎03（5321）8656問

ＡＩＡ国際活動助成対象事業募集のお知らせ

美郷町民バドミントン大会の参加者を募集します　

平成29年度美郷町スポーツ賞（後期）を授与します

六郷史談会　冬季研修のご案内

湯とぴあ雁の里温泉の臨時休館について

確定申告期限および納付期限について　　

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内

平成２９年度
あきたスマートカレッジ「特別講座」を開催します

湯とぴあ雁の里温泉　☎0187（83）3210問

秋田県　移住・定住促進課　☎018（860）3751問

秋田県「県内就職者向け奨学金返還助成制度」の
お知らせ

美郷町体育協会　事務局　☎0187（84）4916申・問

秋田県国際交流協会　☎018（893）5499申・問

秋田県生涯学習センター　☎０１８（８６５）１１７１申・問

六郷史談会（冨樫）　☎0187（84）1871申・問 美郷町バドミントン協会（高橋）  ☎090（2025）8159申・問

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