
受付期間●8月1日㈬～8月31日㈮
試験区分および受験資格●
看護師：昭和48年4月2日以降に生まれた方
介護士：昭和58年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方
必要資格●
看護師：看護師免許または准看護師免許（取得見込み可）
介護士：社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護職員初任
　　　 者研修修了者、ヘルパー1級または2級のうちいずれか
　　　 （取得見込み可）

日　　時●8月29日㈬　正午～午後5時
会　　場●あきた結婚支援センター北センター（大館市）、
　　　　　中央センター（秋田市）、南センター（横手市）
申込方法●8月22日㈬までに下記の見学を希望するセンターま
　　　　　で①氏名②年齢③住所④電話番号⑤希望する時間
　　　　　帯をお知らせください。
定　　員●各センター30名

■プレゼン資料作成講習
　8月21日㈫、22日（水）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。

日　　時●9月1日㈯  記念式典：午後1時～午後1時50分
　　　　　　　　　　記念講演：午後2時～午後2時20分
　　　　　　　　　　記念演奏会：午後2時20分～午後3時
　　　　　　　　　　記念演芸（落語）：午後3時～午後4時
会　　場●太田分校体育館（大仙市太田町横沢）　　　
申込期限●8月17日㈮
そ の 他●予約がなくてもお越しいただけますが、会場の都合上、
　　　　　できるだけ事前にお申し込みください。

日　　時●8月18日㈯　午後1時～午後3時
会　　場●美郷町住民活動センター（畑屋字街道東）
講　　師●ふうせんやSHIBU 氏
材 料 費●500円（見学は無料） 
持 ち 物●ハサミ、ハンドタオル

日　　時●8月21日㈫　午前10時～正午
会　　場●グループホームひらきの家（境田字下八百刈）
内　　容●歌・リズム体操、認知症相談
講　　師●中村 裕子 氏
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年度大仙美郷介護福祉組合
職員採用試験のお知らせ

あきた結婚支援センターを一般公開します

8月開催のスキルアップセミナーをお知らせします

風船で遊ぶ「月イチバルーンジャム」参加者募集

大仙美郷介護福祉組合事務局　☎0187（86）9160申・問

大曲技術専門校 民間訓練支援室  ☎0187(62)6321申・問

美郷町住民活動センター 0187（84）4922申・問

あきた結婚支援センター 北センター  ☎0186(57)8611

 中央センター  ☎018(874)9471

南センター  ☎0182(38)8801

申・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

　暑くなるとボンヤリ運転による事故が多発します。暑いとき
こそ集中して運転し交通事故防止に努めましょう。

美郷町の交通事故統計（6月末）

六郷地区
仙南地区
千畑地区
合計

6（－2）
4（－1）
3（－1）
13（－4）

70（+10）
68（+26）
53（+25）
191（+61）

76（+  8）
72（+25）
56（+24）
204（+57）

合計物損交通事故人身交通事故

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　

～警察官Ｂ・女性警察官Ｂ～
警察官募集

　警察では、病気等にかかっていること等により自動車等の
安全な運転に不安がある方のための相談窓口を設けていま
す。本人のほか家族等からの相談も可能で、電話による相談
も可能です。
　下記の病気等により、自動車等の安全な運転に支障があ
る方は、症状によっては、運転免許が取得できなかったり、取
り消されたりする場合があります。

運転適性相談窓口のご案内

申込期限●8月17日㈮
受験資格●昭和58年4月2日から平成13年4月1日までに
　　　　　生まれた方（大卒は不可）
問合せ先●0120（863）314

※すべて件数　※（）内は前年比

グループホームひらきの家　☎0187（82）1170問

秋田県立大曲農業高等学校太田分校　総務部
☎0187（88）1311 FAX 0187（86）9035

申・問

秋田県立大曲農業高等学校太田分校
創立70周年記念行事を行います

【運転適性相談窓口】
秋田県警察本部 運転免許センター  ☎018（824）0660

・認知症　・統合失調症　・てんかん　・再発性の失神
・そううつ症　・重度の睡眠障害　・無自覚性の低血糖症
・その他安全な運転に支障のあるもの

葬儀のことなら、まかせて安心！

お盆セール開催中！開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催中中中中中中中中中中中中開開開開盆盆盆盆盆盆盆盆盆盆盆盆 ルルルルルルルルルルルおおおおおおおおおおおお ルルルルルルルルルルルセセセセセセセセセセセセセセセセーーーーー ！！！！！！！！！！！セ ル開催お盆セ 催中盆 催中セール開催お盆セ ル 催開 ！！開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催中中中中中中中中中中中開開開開開開開開開開開盆盆盆盆盆盆盆盆盆盆盆 ルルルルルルルルルルおおおおおおおおおお ルルルルルルルルルルセセセセセセセセセセーー ！！！！！！！！！

㈲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!!

店内商品15%引き（広報を見たと言ってください）
※花環・生花・ギフト・書籍はセール除外品です。

本日～8/15㈬まで！ 午前8時～午後5時
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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  

受付期間●8月17日㈮～9月19日㈬
募集職員●大学卒一般事務　若干名
受験資格●平成2年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法によ
　　　　　る大学（4年制）を卒業または平成31年3月31日までに
　　　　　卒業見込みの方
　その他詳しくは下記までお問い合わせいただくか、ホームペー
ジ（http：//www.kyosai-akita.jp/）をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　
■平成30年度「8020」いい歯のお年寄りを表彰します
対　　象●県内に住所を有し、昭和13年3月31日以前に生まれた
　　　　　方
認定基準●①現在歯数が20本以上であること
　　　　　②喪失歯がないか、喪失歯があっても良好な噛み合わ
　　　　　　せ状態である方
　　　　　③歯肉および全身の健康状態、口腔内清掃状態が良好
　　　　　　である方
申込方法●「8020いい歯のお年寄り表彰」の掲示のある歯科医療
　　　　　機関にお申し出ください。
申込期限●8月31日㈮
■平成30年度難病医療相談会を開催します
日　　時●8月18日㈯　午後1時15分～午後4時
内　　容●①講演会「炎症性腸疾患の概要と治療」
　　　　　②個別相談：医療（炎症性腸疾患、神経難病）、
　　　　　　　　　　 機能訓練、栄養、お薬、福祉
　　　　　③ふれあいコーナー（患者会の紹介等）
会　　場●大曲交流センター（大仙市大曲日の出町）
申込期限●8月10日㈮

　　　　　　　　　　　　　
　ひとり親家庭の母、父および寡婦等の方々を対象に就職活動
セミナーを開催しています。
募集期限●平成31年2月末まで
受講要件●原則当センターにバンク登録していること
受講内容●10種類のコースから選択することができます。詳細
　　　　　については下記までお問い合わせください。
受 講 料●無料　　定　　員●10名程度
そ の 他●受講日、時間、会場については受講者の希望に合わ
　　　　　せて調整しますので、下記までご相談ください。

日　　時●8月25日㈯　午前9時～
会　　場●美郷町大台野広場　マレットゴルフ場
参加資格●美郷町民マレットゴルフ愛好者・初心者
参 加 料●無料（用具の貸し出しも無料）
申込期限●8月23日㈭
そ の 他●決勝大会は9月16日㈰に開催する予定です。

「美郷ちゃん夜市」を今年も開催します！　　

ロートピア緑泉夏まつり2018を開催します

ロートピア仙南夏祭りを開催します

第68回秋田県統計グラフコンクール 作品を募集します

大仙保健所　健康・予防課　 ☎0187（63）3404申・問

秋田県立大曲農業高等学校太田分校　総務部
☎0187（88）1311 FAX 0187（86）9035

申・問

秋田県ひとり親家庭就業・
自立支援センターからのお知らせ

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
018（896）1531 FAX018（866）2166

✉jiritusien@blue.ocn.ne.jp

申・問

美郷ちゃん夜市実行委員会事務局　藤岡
090（2883）3898

問

日　　時●9月9日㈰　午前9時から順次スタート
受付時間●午前6時30分～午前8時
ク ラ ス●チャンピオンクラス　96キロメートル（10周）
　　　　　ビギナークラスⅠ　　 48キロメートル（５周）
　　　　　ビギナークラスⅡ　　28.8キロメートル（３周）
参 加 料●チャンピオンクラス　1名5千円（高校生1名3千円）
　　　　　ビギナークラス　　  1名3千円（中学生1名2千円）
申込方法●下記までお問い合わせいただくか、ホームページ（ht
　　　　　tp://www.sportsentry.ne.jp/）をご覧ください。
申込期限●8月10日㈮必着（参加料の振込完了）

　4年目となる今年のメインは、夏の風物詩である『盆踊り』。千
畑・六郷・仙南の音頭を集結させます。この他にもステージや屋
台など盛りだくさんとなっていますので、ぜひお越しください！
日　　時●8月11日（土・祝）　　午後4時～午後9時
会　　場●六郷商店街　どまん中～名水市場湧太郎
　　　　　※当日は歩行者天国となります

日　　時●9月1日㈯　午後1時30分～午後3時30分
会　　場●大曲市民会館小ホール（大仙市大曲日の出町）
参 加 料●無料
対 象 者●医療従事者、介護・福祉関係者、一般住民
テ ー マ●「知っていますか？　身近なお腹の病気」

日　　時●8月10日㈮　午後6時～
会　　場●ロートピア緑泉駐車場（六郷字作山）
内　　容●盆踊り、歌謡ショー、夜店、花火ほか

日　　時●8月17日㈮　午後6時～
会　　場●後三年鴻声の里（飯詰字東西法寺）
内　　容●招待演芸、模擬店、打ち上げ花火ほか

日　　時●8月20日㈪　午後6時～
会　　場●ロートピア仙南駐車場（金沢西根字上糠渕）
内　　容●夜店、歌謡ショーなど

対　　象●県内在住または在学の小学生以上の方
　　　　　（合作の場合は1作品5人以内）
課　　題●自由（小学校4年生までは自分で観察・調査したこと
　　　　　をグラフにした作品）
応募締切●9月7日㈮

秋田県市町村職員共済組合 総務課  ☎018（862）5262問 秋田県自転車競技連盟事務局　☎0187(84)4465問

大曲厚生医療センター 総務管理課 ☎0187（63）2111問

ロートピア緑泉　中田　☎0187（84）3636問

ロートピア仙南　鈴木　☎0187（87）8010問

社会福祉法人水交会 後三年鴻声の里 ☎0187（83）2035問

大台野広場管理棟　☎0187（85）3131申

事務局　齊藤　☎0187（84）1354問

大仙保健所からのお知らせ

日本消化器病学会東北支部
第77回市民公開講座を開催します　　

後三年鴻声の里夏祭りを開催します
ぜひお越しください！

秋田県市町村職員共済組合
職員採用試験のお知らせ

サイクルロードレース
美郷ラベンダーカップ2018　出場者を募集します

第14回美郷町民マレットゴルフ大会
予選大会を開催します

秋田県 調査統計課　☎018（860）1251申・問
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