
　平成29年1月から消防庁舎の建設工事を行っていましたが、
平成30年5月に新消防庁舎が完成しました。新消防庁舎の運
用開始前の下記日程で、庁舎内を一般開放します。庁舎内を
自由に見学できますので、この機会にぜひお越しください。
日　　時●6月5日㈫　午前10時～午後4時

■ワード初級講習（Word2013）
　6月13日㈬、14日㈭の2日間　定員10名
■初めての簿記①
　6月20日㈬、21日㈭の2日間　定員10名
■JW-CAD操作講習（中級）
　6月28日㈭、29日㈮の2日間　定員10名
その他詳しくは下記までお問い合わせください。

　厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定
め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題
に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に
児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中
的に実施しています。その取組の一つとして標語の募集を行
いますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
募集期限●6月19日㈫

日　　時●6月15日㈮　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉
講　　師●秋田ラフターヨガクラブ　代表　中川 典子 氏
内　　容●「笑いの健康法」　参加費●無料

　介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級相当）を開講します。
期　　間●7月～10月（4カ月間）
時　　間●月・水・金　午後6時～午後9時30分
場　　所●ロートピア仙南　
申込期限●6月22日㈮
費　　用●30,000円（テキスト代含む）

平成30年度「児童虐待防止推進月間」
標語募集のお知らせ

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部からのお知らせ

6月開催のスキルアップセミナーをお知らせします　

介護者教室を開催します

介護職員初任者研修講座受講生を募集します

ロートピア仙南　月輪　☎0187（87）8010申・問

在宅介護支援センター緑泉　☎0187（84）2284問

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

　一時停止規制のある交差点での事故が多発しています。一
時停止するとともに左右の安全を確認してから発進しましょう。

美郷町の交通事故統計（４月末）

六郷地区
仙南地区
千畑地区
合計

5（－1）
2（－2）
1（－2）
8（－5）

52（+8）
51（+18）
38（+20）
141（+46）

57（+7）
53（+16）
39（+18）
149（+41）

合計物損交通事故人身交通事故

　昨年、山菜採りに伴う遭難者は36人おり、そのうち3人が亡
くなり、7人がケガをしました。安全はあなたの心構えから、「自
分に限って」という油断は禁物です。また、今年もクマの目撃情
報が多く寄せられており、クマに襲われケガをする被害も発生
しています。クマにも十分注意してください。

　秋田県内では、4月から5月にかけて金融庁や警察官を名乗
り、自宅を訪問し通帳・カードなどをだまし取る詐欺が連続発生
しています。不審な電話や訪問者があったら、すぐ警察に連絡
をお願いします。

警察官をかたる詐欺連続発生

山菜採りの遭難防止
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部　総務課
☎0187（63）0150

問

厚生労働省　子ども家庭局　家庭福祉課
虐待防止対策推進室　☎03（5253）1111（内線4898）問

大曲技術専門校　民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

※すべて件数　※（）内は前年比

2nd ALBUM

in store now

栗林 聡子
LIVE at Karinosato SennanLIVE at Karinosato Sennan

13:00 START13:00 START

「君のとなり」

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
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振る舞い
山菜汁

（バニラ・ラベンダー・ミックス）

ソフトクリーム3種
どれでも200円!!

美郷たぬ中＆冷したぬ中
通常500円がこの日だけ390円！！

さなぶりまつり

午前11時00分と
午後1時30分～の

その他
特別企画山菜汁

時間◎9：00～時間◎9：00～15：005：006/6/10●0●開催!!開催!!日6/10●開催!!日 時間◎9：00～15：00

観覧無料 2回行います！

各々先着
100杯分!
お早めに！

㈲花宝堂 六郷葬儀社
☎0187-84-1579

美郷南駐在所 ☎0187（82）1100

正社員もしくは

準社員募集中！

詳しくはハローワークでご覧ください。

宝堂 六郷葬㈲花宝 葬儀社

社員正 もししくは

社員募集準社 集中！

詳しくはハローワークでご覧ください。

人生最後のセレモニーをお手伝いしてみませんか
お客様から「ありがとう」がもらえるやりがいのある仕事です

【問い合わせ】担当：河西
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M I S A T O  T O W N  I N F O R M A T I O N  

対 象 者●起業しようとする創業予定者や業態転換・新分野
　　　　　に進出する第二創業者（予定を含む。）、または事
　　　　　業承継予定者や若手経営者など
日　　程●【全5回】7月1日㈰、7月22日㈰、
　　　　　　　　　8月19日㈰、9月2日㈰、9月30日㈰
定　　員●創業予定者・第二創業者　各15名
会　　場●美郷町中央行政センター　
受 講 料●4,000円
講　　師●トータルサポートスクール　リード学舎
　　　　　阿部 浩美 氏　ほか

　高卒者を対象とした求人の受付が6月1日から開始されまし
た。企業の将来を担う優秀な人材の確保と、若年者の地元定
着による活力ある地域づくりのため、新卒者の採用枠拡大と
求人の早期提出をお願いします。また、応募者の適性と能力
のみを基準とした公正な採用選考をお願いします。

■職長・安全衛生責任者教育
講 習 日●6月28日㈭、29日㈮の２日間
受 講 料●12,000円（テキスト代を含む）
申込期限●6月15日㈮　
定　　員●20名
申込方法●電話にて下記までお申し込みください。受講を希
　　　　　望する方には、後日申込書と受講案内を送付します。
※美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

　自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。4月1日
以降に移転登録（転売等）したときでも4月1日現在の所有者
が全額納付することになります。忘れずに最寄りの金融機関
またはコンビニエンスストアで期限内に納めましょう。
口座振替が便利です。詳しくは下記までお問い合わせください。

　「HIV検査普及週間」にあたり、エイズに関する相談・検
査を無料で実施します。検査希望の方は前日正午までに必ず
お申し込みください。
日　　時●6月6日㈬　午前9時～午前10時30分
会　　場●大仙保健所

日　　時●6月19日㈫　午前10時～正午
場　　所●グループホームひらきの家（美郷町境田）
内　　容●歌、リズム体操、認知症相談
講　　師●中村 裕子 氏
参加対象者●認知症や介護について相談したい方や学びたい方、
　　　　　たくさん笑って元気になりたい方など

平成30年度パソコン講習会受講者募集のお知らせ

「わが家のお宝展」への出展者を募集します

みさぽーと講座「カサでエコバッグを作ろう！」

秋田県農地中間管理機構県南駐在所を開設します！

美郷町商工会　☎0187（84）0560申・問

美郷町歴史民俗資料館　☎0187（88）8706申・問

NPO法人みさぽーと　☎0187（84）4922申・問
大曲地域職業訓練センター　☎0187（62）1726申・問

大仙保健所　健康・予防課　☎0187（63）3404申・問

ハローワーク大曲　☎0187（63）0335問

秋田県総合県税事務所仙北支所　☎0187（63）5222問

グループホームひらきの家　☎0187（82）1170問

美郷町体育協会事務局（リリオス内）　
☎0187（86）8300　FAX0187（86）8033

申

美郷町野球連盟   髙橋   ☎090（7931）4480問

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
☎018（896）1531

申・問

美郷創業塾2018の受講生を募集します

事業主の皆さまへのお知らせ

大曲仙北職業訓練協会　講習会のお知らせ

自動車税の納期限は7月2日㈪です

かようしょうかようしょうかようしょう
認知症カフェ「ひらき歌踊笑！」を開催します　

秋田県農地中間管理機構県南駐在所
☎0187（73）7666

問

受講要件●秋田県内に在住するひとり親家庭の母・父ならび
　　　　　に寡婦の方であること、ローマ字入力ができるこ
　　　　　と、講習を最後まで受ける意思があること、原則
　　　　　として当センターのバンク登録をしていること
■パワーポイント基礎コース
受講期間●7月10日～7月24日までの間の火・木曜日
応募締切日●6月29日㈮
■パワーポイント応用コース
受講期間●7月31日～9月18日までの間の火・木曜日
応募締切日●7月18日㈬
その他詳しくは下記までお問い合わせください。

募集期間●6月1日㈮～6月15日㈮
搬入期間●6月16日㈯～6月24日㈰
開催期間●7月1日㈰～7月16日
会　　場●美郷町歴史民俗資料館
備　　考●月曜日は休館日となります。また、出展はお宝を
　　　　　ご自身で搬入できる方に限らせていただきます。

日　　時●6月24日㈰　午後1時～午後4時
会　　場●美郷町住民活動センター
参 加 費●500円（材料代）
定　　員●10名
申込期限●6月19日㈫
持 ち 物●カサ、ミシン、ハサミ、マチ針、カッター、長定規
※材料になるカサやミシンがない場合はご相談ください。

開催日時●7月1日㈰、7月8日㈰　午前8時～
　　　　　予備日：7月15日㈰、7月22日㈰
会　　場●美郷町野球場、美郷町北運動公園野球場、
　　　　　美郷町南野球場
参 加 料●無料　　申込期限●6月19日㈫
参加資格●・美郷町に住民登録している方（学生を除く）
　　　　　・チーム構成は行政区単位とするが、選手が不足
　　　　　　の場合は2行政区までの合併を認める
　　　　　・ユニフォーム着用を厳守（背番号の違うもの）
その他詳しくは下記までお問い合わせください。

　県南駐在所では、主に県南地域（大仙市、仙北市、美郷町、
横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村）の農家の皆さまが抱え
る農地の問題に、市町村等の関係機関、団体と協力しながら、
親身に対応いたします。「あなたの農地の身近なよろず相談
所」として、ぜひご活用ください。
所　　在●大仙市大曲住吉町33-4
　　　　 （秋田県土地改良事業団体連合会南事務所内）

「HIV検査普及週間」
エイズ無料相談・検査のお知らせ

美郷町野球大会 
行政区部門の出場チームを募集します
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