
日　　時●11月15日㈭　午前9時30分～正午
会　　場●みさと福祉センター（土崎字上野乙）
対 象 者●無職の県内在住の若者（39歳まで）またはそのご家族
そ の 他●相談日の前日までに予約をお願いします。

■マシニングセンタプログラム（初級編）
　11月13日㈫、14日㈬の2日間　定員5名
■第一種電気工事士技能試験準備講習【公表問題の練習】
　11月14日㈬～16日㈮の3日間　定員20名
■危険物取扱者乙四類試験対策講習
　11月15日㈭、16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。

　秋田地方法務局では、次のとおり「女性の人権ホットライン」強
化週間を実施し、皆さま方からのご相談をお受けします。なお、相
談は無料となっています。
受付日時●11月12日㈪～18日㈰
　【月～金】午前8時30分～午後7時 【土・日】午前10時～午後5時
そ の 他●相談は人権擁護委員および法務局職員が担当します。 
　　　　　また、相談内容についての秘密は厳守します。

日　　時●11月12日㈪　午後1時30分～午後3時
会　　場●美郷町鑓田コミュニティセンター（鑓田字馬町）
内　　容●介護予防体操、脳トレゲーム　　参 加 料●無料
講　　師●健康運動指導士　児玉 美幸 氏
対 象 者●興味のある方はどなたでもご参加ください

　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
を深めてもらうため、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(http://www.nta.go.jp)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て、国税庁の各種取組
について紹介しています。

日　　時●11月10日㈯　午前10時～午前11時
会　　場●角館交流センター（仙北市角館町中菅沢）
内　　容●「気候変動の今を伝える」私たちのくらしと地球温暖化
講　　師●地球温暖化防止コミュニケーター 草彅 正敏 氏
申込期限●11月5日㈪　　　参 加 料●無料

日　　時●11月8日㈭　午前10時～午後4時
会　　場●大曲市民会館ホール（大仙市大曲日の出町）
出 演 者●郡市内小中学校  児童生徒　　入 場 料●無料

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

11月開催のスキルアップセミナーをお知らせします

あきたエコマイスター県南協議会 講演会を開催します

第56回 大曲仙北小中学校音楽祭を開催します　

介護予防教室「大人の寺子屋」を開催します

無料出張就職相談を開催します（厚生労働省委託事業）

11月11日（日）～17日（土）は税を考える週間です

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の
お知らせ

大曲技術専門校 民間訓練支援室  ☎0187（62）6321申・問

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。

　11月12日㈪から25日㈰までの2週間、女性に対する
暴力をなくす運動が実施されます。配偶者等からの暴力、
性犯罪、ストーカー行為等の被害にあった場合は、一人で
悩まず、事態が深刻になる前に警察や相談機関に相談し
ましょう。早めの相談が問題解決への第一歩です。

女性に対する暴力をなくす運動

　日増しに夕暮れが早くなってきていますが、夕暮れ時
から夜間にかけて高齢者の交通事故が多発しています。
ドライバーは早めにライトを点灯するとともに、ライトの
上向き・下向きのこまめな切り替えを心がけましょう。歩
行者や自転車を利用する人は明るい服装で、反射材やラ
イト等により自分の存在を知らせましょう。

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

美郷町の交通事故統計（9月末）

六郷地区

仙南地区

千畑地区

合計

10（±0）

4（－1）

4（±0）

18（－1）

92（－  3）

90（+30）

69（+23）

251（+50）

102（－  3）

94（+29）

73（+23）

269（+49）

合計物損交通事故人身交通事故

※すべて件数　※（ ）内は前年比

大曲税務署　☎0187(62)2191　※音声案内「2」問

女性の人権ホットライン　☎0570(070)810相談窓口

仙北市立神代中学校　深澤　☎0187(44)2110問

有限会社ゆう愛　鈴木　☎0187(84)3581問

秋田県南若者サポートステーションよこて
☎0182（23）5101

申・問

あきたエコマイスター県南協議会　
伊藤　☎090（4889）5798

申・問

～夜の道 あなたを守る 反射材～

ありがとう６周年記念抽選会開催！  11月1日㈭～11月30日㈮ありがとう６周年記念抽選会開催！  11月1日㈭～11月30日㈮

㈲花宝堂 六郷葬儀社  ☎0187（84）1579

1日㈭～11月30 11りがとう６ 年６６ ～～がとう６ 会開催！がありがとう６周年記念抽選会開催！  11月1日㈭～11月30日㈮
セレモニーホールみさと

美郷町唯一の葬儀会館

入会金を6,000円に割引します。抽選もできます。入会金を6,000円に割引します。抽選もできます。

会員証をお持ちください。お買い物なしでも1回抽選できます。会員証をお持ちください。お買い物なしでも1回抽選できます。

入会金を6,000円に割引します。抽選もできます。

店内商品合計6,000円以上お買い上げで抽選できます。

会員証をお持ちください。お買い物なしでも1回抽選できます。

（生花、花環、書籍など一部商品は除きます）

（アックス商品券などが当たります！空クジなし！）
花宝堂会員様のみ

会員様、会員様以外の方

この期間にご入会の方
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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  

試験日時●12月2日㈰　午前9時30分～午前10時30分
　　　　　※受付時間：午前8時50分～午前9時20分
　　　　　※合格発表：午前11時50分
試験会場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」
定　　員●3級：50名、2級：30名、1級：20名
受検資格●①小学校5年生以上であること
　　　　　②3級以外はそれぞれ下級に合格していること
検 定 料●一般800円、中学生以下300円（各級共通）
申込方法●美郷町観光情報センター（名水市場湧太郎内）に備え
　　　　　付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ、検定料を
　　　　　添えてお申し込みください。
申込期限●11月16日㈮　※定員になり次第受付終了

日　　時●11月25日㈰
　　　　　開場：午後0時30分　開演：午後1時（予定）
会　　場●美郷中学校体育館（六郷字作山） 
入 場 料●無料
注意事項●上履き（スリッパなど）を必ずご持参ください。
　　　　　学校敷地内は禁煙です。

　美郷町教育を考える会では、11月5日㈪から9日㈮の期間を中
心に、あいさつ運動を実施します。子どもたちが、これまで以上に
地域の方々とあいさつを交わし、あいさつの輪が大きく広がるよ
うに、そして、明るく元気にあいさつする習慣を身に付けること
ができるように、家族や地域の皆さまのご協力をお願いします。

　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
活動を行っている団体・個人を募集しています。ご応募いただい
た中から選考のうえ受賞者を決定し、表彰します。
表彰対象●大仙市、仙北市および美郷町の団体・個人で次の要
　　　　　件を満たす方
　　　　　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、他の模範となっていること
応募期限●12月14日㈮
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、推薦調書を下記まで提出してください。

　11月21日㈬から12月10日㈪までの間、住生活総合調査を行
います。この調査は、住生活の安定・向上のための総合的な施策
を推進するうえで必要となる基礎資料を得ることを目的としてい
ます。今回は、10月に行われた住宅・土地統計調査にご回答いた
だいた世帯の中の一部を対象として行われます。対象となった世
帯には、統計調査員証を持った調査員が訪問しますので、ご協力
をお願いします。

「元気なふるさと秋田づくり」顕彰事業のお知らせ

日　　時●①11月6日㈫　　午前9時30分～（1時間程度）
　　　　　②11月13日㈫　　　　　〃
会　　場●①美郷町役場駐車場 ②みさと福祉センター駐車場
持 ち 物●熊手、レーキ、竹ぼうき、一輪車（準備できる方）
　　　　　※雨天決行のため、雨具は各自ご準備ください。
■いものこ会を開催します。
　11月13日㈫の清掃ボランティア終了後、いものこ会を開催し
ます。参加を希望される方は、11月8日㈭までに下記へお申し込
みください。
参 加 料●200円（いものこ汁、おにぎり）

開催日時●【小学生・女子の部】12月8日㈯　午前9時～
　　　　　【ビギナー（初心者、シニア）・一般（中学生含む）の部】
　　　　　　　　　　　 　　12月9日㈰　午前9時～
会　　場●美郷総合体育館リリオス　　参 加 料●無料
参加資格●美郷町民（出身者含む）、町内事業所勤務者、
　　　　　町協会登録チームメンバー
試合方法●リーグ戦またはトーナメント戦
　　　　　（組合せ抽選は当日行います）
申込期限●11月16日㈮

　11月10日㈯から16日㈮はアルコール関連問題啓発週間です。
あなたやあなたの身近な人のことで、お酒に関する悩みはありま
せんか。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
精神科医による相談●毎月1回 木曜日（予約制）
保健師による相談●平日午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　　　　（随時受付）

　県内中小企業の強みや魅力をPRするイベントです。入場無料
となっていますので、ぜひお越しください。
日　　時●11月16日㈮、17日㈯
　　　　　両日とも午前10時～午後4時
会　　場●エリアなかいち にぎわい交流館AU（秋田市中通）
　その他詳しくは下記までお問い合わせください。

日　　時●11月12日㈪　午前10時30分～午前11時30分
会　　場●ロートピア仙南（金沢西根字上糠渕） 
参 加 料●無料
内　　容●筋トレ・脳トレ・笑トレ？～転ばない体づくりPart4
講　　師●ADL対応型高齢者体操指導者　中川 典子 氏

日　　時●11月22日㈭　午前10時～午前11時
会　　場●ロートピア緑泉（六郷字作山）　参 加 料●無料
内　　容●「転倒しにくい身体づくり」　
講　　師●社会体育研究所Wave所長　小林 恵津子 氏

美郷中学校　篠塚・渡辺  ☎0187(84)2020問

住生活総合調査事務局　☎0120(467)060問

第7回美郷検定を実施します

美郷中学校吹奏楽部 2018定期演奏会を開催します

清掃ボランティアにご参加ください

お酒の悩みは保健所にご相談ください

あきたの企業元気フェスタ2018を開催します　

ロートピア仙南 　転倒予防教室を開催します

ロートピア緑泉 　転倒予防教室を開催します　

町内の認定こども園、小中学校であいさつ運動を
実施します

町民サッカー大会（室内の部）の参加チームを
募集します

美郷町観光情報センター  ☎0187（84）0110申・問

奉友会　戸澤　☎0187（85）3813申・問

大仙保健所 企画福祉課　☎0187(63)3403問

秋田県産業政策課　☎018(860)2214問

在宅介護支援センター仙南　☎0187(87)8011問

在宅介護支援センター緑泉　☎0187(84)2284問

美郷町教育を考える会　事務局（千畑小学校内）
☎0187（85）2211

問

美郷町サッカー協会　高橋
☎090（4633）2519　✉info@misato-fa.com

申・問

秋田県仙北地域振興局　総務企画部　地域企画課
☎0187（63）5114

申・問

住生活総合調査にご協力ください
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