
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）、同3DK 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 20,300円～、3DK 22,500円～
募集期間●10月1日㈪～10月12日㈮
入居可能日●11月1日㈭

日　　時●10月16日㈫　午前9時40分～午前11時40分
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

日　　時●10月18日㈭　午後6時30分～午後8時30分
会　　場●美郷町住民活動センター（畑屋字街道東）
テ ー マ●介護の魅力　　　
参 加 料●無料
対 象 者●ケア提供者、誰かを思いやる側に立っている方
　　　　　（医療・介護・福祉・ボランティア・地域住民など）
申込方法●下記までお申し込みいただくか、ホームページ　
　　　　　（https://carecafemisato.wixsite.com/carecafe
　　　　　 misato）をご覧ください。

　　日　　時●10月7日㈰　午前10時～午後3時
　　相談内容など詳しくは下記までお問い合わせください。
　　日　　時●10月7日㈰　午後1時～午後2時
　　演　　題●「相続について」
　　講　　師●鈴鹿 寛 公証人
申込期限●10月5日㈮　午後5時
会　　場●秋田地方法務局（秋田市山王）

　交通・労働・自然災害により、父や母が亡くなったり、重い障がい
をもった場合に、中学生までの子どもが心身ともにすこやかに育つ
ように見舞金や小中学校入学祝金、中学校卒業祝金等を支給して
います。詳しい内容については下記までお問い合わせください。

日　　時●10月30日㈫　午後2時～午後4時30分
会　　場●グランドパレス川端（大仙市大曲浜町）
内　　容●講演「地域で守る高齢者の尊厳～虐待防止に向け
　　　　　た場づくり～」、ワーク「一人ひとりの尊厳を守
　　　　　るために私達ができることは？」
講　　師●吉川 悠貴 氏　　　申込期限●10月15日㈪
対 象 者●ご家族の介護をされている方、関心がある方など
　申込方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。

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

県営住宅の入居者を募集しています

秋田県災害遺児愛護基金について

高齢者虐待防止セミナーを開催します

第3回 ケアカフェみさと を開催します

法務局休日相談所の開設および講演会開催のお知らせ

美美郷交番からの
お知らせお知らせ

美郷交番からの
お知らせ

　この時期は、夕暮れ時に交通事故が多発します。買い
物や散歩などは早めに済ませて夕暮れ時の外出は控え
ましょう。

　10月に入り日が暮れるのも早くなってきました。夕
暮れ時は交通事故が多発する時間帯でもあるので、
次の点に注意し交通事故防止に努めましょう。

夕暮れ時の交通事故防止

●車のライトは早めに点灯しましょう。
●自転車も早めにライト点灯するとともに、反射材を
　つけましょう。
●歩行者は明るい色の服装と反射材をつけましょう。

　10月11日㈭から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。美郷町では空き巣や
自転車盗難事件が発生していますので、次の点に注意
して、防犯意識を高めましょう。

全国地域安全運動

美郷町の交通事故統計（8月末）

六郷地区
仙南地区
千畑地区
合計

8（±0）
4（－1）
4（±0）
16（－1）

88（+  6）
87（+28）
66（+24）
241（+58）

96（+  6）
91（+27）
70（+24）
257（+57）

合計物損交通事故人身交通事故

※すべて件数　※（ ）内は前年比

●就寝する時や自宅を留守にする時は鍵をかけましょう。
●車両等から離れる時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。

グループホームひらきの家　☎0187(82)1170問

秋田県社会福祉協議会   総務企画部   ☎018(864)2712問

秋田県仙北地域振興局建設部建築課  ☎0187(63)3124問

ケアカフェみさと実行委員会　佐々木　
☎080（9074）3574　✉carecafemisato@yahoo.co.jp

申・問

秋田地方法務局総務課　☎018（862）6531
※相談日当日はつながりませんのでご注意ください。

申・問

認知症カフェ「ひらき歌踊笑！」を開催します

相
談
所

講
演
会

社会福祉法人大仙ふくし会 事務局  ☎0187(87)1112申・問

かようしょうかようしょうかようしょう

～早めのライト点灯～

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）1579

セレモニーホールみさと
ごま豆腐の限定販売もあるよ

葬儀社花宝堂 六郷葬宝堂花花宝花宝宝宝花宝花宝花花花花宝花宝花宝花  ☎01887（84）15）15151515115551515155

ニーホホールルセレモモニ ルルみみさと
ご遺体安置室完備!!

ホセ みさと
ごま豆腐の限定販売もあるよ

会場にて葬儀アンケートにご協力ください！
アンケートに答えてくれた方に粗品進呈！

期間中に花宝堂イフ共済会へご入会いただけた方
入会金1万円のところ6,000円に割引いたします
期間中に花宝堂イフ共済会へご入会いただけた方
入会金1万円のところ6,000円に割引いたします

儀アンケートにご協会場にて葬儀 協力ください！
に答えてくれた方にアンケートに に粗品進呈！

美郷南駐在所 ☎0187（82）1100

入会いただけた方い堂イフ共済会へご入期間中に花 ご入 け共 た方宝堂 ただ花 入入会 方に花 た堂イ花花 会へご ただけた宝 共中に 方方花 だ済会 ただ た方だけけた共済中に花 イフ共中に花宝堂 方方方花宝 だ済期間中に花宝堂イフ共済会へご入会いただけた方
すいた引いたしますいのところ6,000円入会金1万円1万1万入入 1金1会金 のの 引6 000000 引万入会入会 しましところところ6 06 たに またのとのと 引引にろ6ろ万万会金1万金1 000円に割 ますす引割万入会金1万円のところ6,000円に割引いたします

美郷フェスタ
10月27日㈯・28日㈰
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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  

　県内外から集まった民謡を愛する人達が、一般・熟年・ジ
ュニアの３部門で自慢ののどを披露します。入場無料となっ
ていますので、ぜひお誘い合わせのうえご来場ください。
日　　時●①10月13日㈯　午前9時～
　　　　　②10月14日㈰　午前9時～
内　　容●①開会式、熟年の部・一般の部 予選、②ジュニアの部・
　　　　　熟年の部・一般の部 決勝、 表彰式、閉会式

日　　時●10月17日㈬　午前10時30分～午後2時30分
会　　場●大仙保健所（大仙市大曲上栄町）　  定　　員●4名
対 象 者●18歳以上のひきこもり状態にあるご本人やそのご
　　　　　家族など
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。匿名でも受
　　　　　付します。
受付時間●午前10時～午後4時（平日のみ）

日　　時●10月10日㈬　午後2時～午後4時
会　　場●大曲地域職業訓練センター（大仙市大曲田町）
内　　容●講演①「喫煙の害を知り、禁煙の第一歩をふみだそう」
　　　　　講演②「歯っと気づいて煙慮して！～これだけは知って
　　　　　　　　欲しい！歯周病とたばこの話～」
　　　　　希望制によるスモーカーライザー体験
講　　師●①おおさわ胃腸科内科クリニック院長 大澤佳之 氏
　　　　　②秋田県健康福祉部 健康づくり推進課 田所大典 氏
申込期限●10月5日㈮　　定　　員●100名
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。

　よく眠れない、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
のよう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。
■大仙保健所のこころの相談業務
精神科医による精神相談●毎月1回　木曜日（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
　　　　　　　　　　　 （随時受付）

■AUTOCAD操作術（基本編）
　10月30日㈫、31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。

日　　時●10月19日㈮　午後1時30分～午後2時30分
会　　場●ロートピア緑泉（六郷字作山）　参 加 料●無料
内　　容●「健やかに生き抜くために　その13」
講　　師●栗林外科医院 院長　栗林 明弘 氏

こころの悩みは保健所へ

日　　時●11月4日㈰　午後1時30分～午後3時30分
会　　場●美郷町公民館　　　
参 加 料●無料
内　　容●講演①「楽しく学ぶ“たばことがん”のお話」
　　　　　講演②「進化する肺がん治療」
講　　師●①秋田・たばこ問題を考える会 代表 鈴木裕之 氏
　　　　　②秋田大学大学院医学系研究科 教授 南谷佳弘 氏

日　　時●10月14日㈰　午前8時～午後4時30分
集合場所●美郷町中央ふれあい館駐車場（野中字下村）
　　　　　※当日はバスでの移動となります。
徒歩散策●野々宿～巣郷～上黒沢～南郷（石ノ子沢）
参 加 料●1,000円
定　　員●15名
装　　備●ザック、雨具、昼食、着替え、タオルなど
申込方法●10月10日㈬まで下記へお申し込みください。

　国土交通省では、「雄物川水系河川整備計画（変更素案）」に対
するご意見を募集しています。計画の変更素案やパンフレットは、
湯沢河川国道事務所、同大曲出張所、美郷町役場および六郷・仙
南の各出張所、または湯沢河川国道事務所ホームページ
(http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/)でご覧いただけます。
■意見を聴く場を開催します
日　　時●10月17日㈬　午後7時～午後9時
会　　場●大仙市大曲交流センター（大仙市大曲日の出町）
そ の 他●ご意見の発表には事前申込(10月10日㈬まで)が必
　　　　　要です。詳しくはホームページをご覧ください。

日　　時●11月11日㈰
　　　　　組合せ抽選：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
申込方法●11月3日（土・祝）までにリリオスへお申し込み
　　　　　ください。
■4人制混合ソフトバレーボール大会
参加対象●美郷町の男女混合（男子1名まで）
ル ー ル●4人制、ネットの高さ2メートル
■高齢者バレーボール大会
参加対象●美郷町の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大会
参加対象●美郷町の男女混合（女子2人以上）
ル ー ル●6人制、ネットの高さ2.24メートル

日　　時●10月21日㈰　午前10時～
会　　場●後三年鴻声の里（飯詰字東西法寺）
内　　容●【午前の部】利用者・職員による歌と演奏、コーラスグ
　　　　　ループとの合唱、仙南小学校スクールバンド部演奏
　　　　　【午後の部】招待演芸、歌謡ショーなど

民謡「長者の山」実行委員会事務局  ☎0187(84)0110問

第28回民謡「長者の山」全国大会を開催します

18歳以上のひきこもりに関する巡回相談を開催します

「たばこと肺がん」について考えよう！

雄物川の川づくりに関するご意見を募集します

第14回美郷町民バレーボール大会を開催します

後三年鴻声の里「鴻声祭」を開催します

「喫煙対策と歯周疾患対策について考えるセミナー」
参加者を募集します

平泉文化を支えた黄金の道・秀衡街道を
一緒に歩きませんか？

秋田県ひきこもり相談支援センター  ☎018（831）2525申・問

大仙保健所 健康・予防課　☎0187（63）3404申・問

大仙保健所　企画福祉課　☎0187(63)3403問

湯沢河川国道事務所調査第一課　☎0183(73)5544問

美郷町バレーボール協会　大坂　☎090(8423)1206問

後三年鴻声の里  ☎0187(83)2035  FAX 0187(83)8886問

秋田県肺がんネットワーク「あけびの会」
藤井　☎090（5233）4281

問

美郷山岳会　小松　☎090（5232）2484
FAX 0187（84）0848　✉ben.2106@live.jp

申・問

10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

大曲技術専門校 民間訓練支援室  ☎0187（62）6321申・問

在宅介護支援センター緑泉　☎0187(84)2284問
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