
　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発していま
す。除雪機を使う際には、使用者の責任において、正しく、安全に
作業を行ってください。
■除雪機操作時の注意点
　・安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用しない。
　・除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、
　　人を絶対に近づかせない。また、不意に人が近づいた場合
　　には、除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行う。
　・投雪口に詰まった雪を取り除く際には、必ずエンジンを停止
　　し、オーガやブロワの回転が停止したことを確認してから雪
　　かき棒を使用して雪を取り除く。
　・除雪機を使用する際、特に後進時は足元や周囲の障害物に
　　注意を払い、無理のない速度で使用する。

■イチから学ぶイラストレーター講習
　平成31年1月10日㈭、11日㈮　定員10名
■初めての簿記講習
　平成31年1月17日㈭、18日㈮　定員10名
■スプレー塗装基礎講習
　平成31年1月29日㈫、30日㈬　定員10名
■技能士（建築大工）学科試験準備講習
　平成31年1月29日㈫、30日㈬　定員10名
時　　間●午前9時～午後4時
会　　場●大曲技術専門校（大仙市大曲川原町）
受講資格●現在お勤めしている方　
受 講 料●無料（テキスト代は別途）

訓練期間●平成31年2月1日㈮～7月26日㈮
訓練時間●午前9時20分～午後3時40分
会　　場●ポリテクセンター秋田（潟上市天王）
訓 練 科●金属加工技術科
　　　　　電気・通信施工技術科
　　　　　住宅リフォームデザイン科
定　　員●各15名　
受 講 料●無料（テキスト代等は自己負担）
募集期限●12月25日㈫
応募資格●ハローワークに求職申込みをされた方で、新たな技
　　　　　術・技能を身につけて再就職を希望される方
そ の 他●毎週金曜日に施設見学会を行っています（雇用保険
　　　　　受給中の方は就職活動として認められます）。

　放送大学では、10代から90代までの幅広い世代の学生が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的をも
って学んでいます。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学など、約300の授業科目があり、1科目から学ぶことができ
ます。
　資料を無料で差し上げていますので、お気軽に下記までお問い
合わせください。
出願期間●【第1回】 平成31年2月28日㈭
　　　　　【第2回】 平成31年3月17日㈰

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

～無事故で今年を締めくくり～

除雪機安全協議会   ☎03（3433）0415問

歩行型除雪機による事故を防ごう！

公共職業訓練生を募集します

放送大学　平成31年4月入学生を募集しています

平成31年1月開催予定のスキルアップセミナーを
お知らせします

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

　一人ひとりが十分に注意し、事故のない明るい新年を
迎えましょう。

　12月11日（火）から20日（木）まで、年末の交通安全運
動が実施されます。年末にかけて、積雪や路面凍結など
道路環境の悪化や忘年会シーズンに伴う飲酒運転によ
る交通事故の発生が懸念されるので、警察では冬道の安
全運転のための広報啓発活動や飲酒運転根絶のための
取締り活動などを推進します。

年末の交通安全運動

　師走の時期は、思いがけない凶悪事件や交通事故な
どが発生します。警察では、各種団体と連携して特別警
戒を行いますが、皆さんも「自分だけは大丈夫」と油断す
ることなく心を引き締め、被害に遭わないよう気を付け
てください。

年末年始における
犯罪・事故防止

美郷町の交通事故統計（10月末）

六郷地区

仙南地区

千畑地区

合計

13（+1）

4（－2）

4（±0）

21（－1）

101（+  1）

96（+31）

73（+21）

270（+53）

114（+  2）

100（+29）

77（+21）

291（+52）

合計物損交通事故人身交通事故

※すべて件数　※（ ）内は前年比

放送大学秋田学習センター   ☎018（831）1997問

秋田職業能力開発促進センター（ポリテクセンター秋田）
訓練課　受講者第一係　 ☎018（873）3178

問

大曲技術専門校 民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

新しい年を迎えるために
みがき粉など仏具の
お手入れ用品あります

い年を迎えるた新しい ために
がき粉など仏具みが 具の
入れ用品ありお手入 ります入れ用品ありお手入 ります

㈲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!!

葬儀の
ことなら
まかせて
安心！
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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  

　12月1日㈯から14日㈮まで、六郷商店会では歳末大売り出し
を開催します。また、期間中に買い物をすると抽選補助券が発行
され、３枚集めると最終日の14日㈮に行われる福引大会で使用
することができます。
■町内を運行する無料バスをご用意します。
　福引大会に合わせて、無料バスを下記のとおりご用意します。
利用された方には、抽選が受けられるチケットをプレゼントしま
すので、ぜひお誘い合わせのうえご利用ください。
運行期日●12月14日㈮　　　利 用 料●無料
利用方法●下記まで電話でお申し込みください。
運行時間およびルート●
　行きは午前10時から正午、帰りは午後2時から午後4時を予定
しています。詳細なルートについては、下記へお問い合わせいただ
くか、11月28日㈬の新聞に折り込まれたチラシをご覧ください。

　美郷町のワラや松などを材料に、「しめ飾り作り講座」を開催し
ます。いろいろな材料を使用してアレンジに挑戦！皆さまのご参加
をお待ちしています。
日　　時●12月15日㈯　午後1時30分～午後3時30分
会　　場●美郷町歴史民俗資料館（畑屋字高野）
定　　員●25名
参 加 料●500円
申込期限●12月11日㈫
持 ち 物●ハサミ、ペンチ、花など飾り付けに使いたいもの
　　　　　（南天、ゆずり葉、松は主催者側で用意します）

　秋田県仙北平野土地改良区では、冬期間も通水しており、消
雪・流雪等の地域用水として利用されている水路もありますが、
今後の降雪に伴い水路幅が分かりにくくなります。また、積雪・凍
結等により道路が滑りやすくなりますので、水路近くを通行する
際は十分注意し、危険箇所には近づかないようにしましょう。

　秋田労働局では、働き方改革関連法セミナーを次のとおり開催
します。詳細は秋田労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.
jp/akita-roudoukyoku/）をご覧ください。
開 催 日●①12月19日㈬、②12月20日㈭、
　　　　　③平成31年1月15日㈫、④平成31年1月24日㈭
開催時間●午後1時30分～午後3時30分
会　　場●①大曲市民会館（大仙市）、②③平鹿生涯学習センタ
　　　　　ー（横手市）、④角館交流センター（仙北市）
■平成31年4月1日㈪から、働き方改革関連法が順次施行され
　ます
　・時間外労働の上限規制が導入されます
　・年次有給休暇の確実な取得（年５日）が必要です
　・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇
　　差が禁止されます。

みさぽーと講座「手作りしめ飾りを作ろう！」

冬期間の水路にご注意ください

秋田県総合県税事務所 課税第二課  ☎018（860）3341

秋田県総合県税事務所 仙北支所      ☎0187（63）5222
問

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会（国土交通省
湯沢河川国道事務所 河川管理課内） ☎0183（73）5340

問

　最近、一般家庭のホームタンクや事務所のタンクから灯油など
の油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増えています。そ
して、その多くが人的ミスによるものです。事故を起こすと、油の
回収・処理に約50万円の費用が掛かってしまいます。そして、その
費用は事故を起こした原因者が責任をもって負担しなければなり
ません。油流出事故を起こした場合、または発見した場合は、国や
県の機関、町役場、消防署、警察署等へご連絡ください。
■油流出事故を防ぐための心掛け
　・その場を離れない、目を離さない
　・屋根からの落雪や除雪時には特に注意する
　・配管の場所には目印を付ける
　・定期点検を怠らない

日　　時●①12月14日㈮　午前10時～午前11時30分
　　　　　②12月28日㈮　午前10時～午前11時30分
　　　　　※いずれか1回の参加も可能です。
会　　場●美郷町北ふれあい館（土崎字上野乙）
対 象 者●40歳以上の方　　
参 加 料●200円（保険料含む）
内　　容●ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動
講　　師●又井 誠 氏、赤川 薫 氏
持 ち 物●運動できる服装（軽装）、タオル、水分補給飲料等
申込方法●美郷町総合型地域スポーツクラブ事務局
　　　　　（☎0187(84)4916）にお申し込みください。

　軽油引取税免税証（農業用）の交付を希望する方は、必要書類
をご用意のうえ、下記の会場で申請手続きを行ってください。な
お、お住まいの地区以外の会場でも申請可能です。
受 付 日●【千畑・六郷地区】　12月19日㈬
　　　　　【六郷・仙南地区】　12月20日㈭
受付時間●【午前】　午前10時～午前11時30分
　　　　　【午後】　午後1時～午後3時
会　　場●美郷町役場3階　大会議室
※必要書類や注意事項などの詳細については、11月15日発行
　の広報美郷お知らせ版4ページをご確認ください。

日　　時●12月10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）
内　　容●「筋トレ・脳トレ・笑トレ？～転ばない体づくりPart5」
講　　師●ADL対応型高齢者体操指導者　中川 典子 氏
参 加 料●無料

日　　時●12月14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●健康運動指導士　黒田 惠美子 氏

秋田県仙北平野土地改良区  管理課   ☎0187（62）0180問

在宅介護支援センター仙南   ☎0187（87）8011問

秋田県スポーツ科学センター   ☎018（864）6225問

株式会社美郷観光　高橋　☎0187（84）4253申

六郷商店会　　　　小西　☎0187（84）1400問

油の流出事故が多発しています！

元気アップ運動教室への参加者を募集しています

六郷商店会の歳末大売り出し＆福引大会を
開催します!

軽油引取税免税証（農業用）交付申請
集合受付のお知らせ

NPO法人みさぽーと　☎0187（84）4922申・問

秋田労働局雇用環境・均等室　☎018（862）6684申・問

働き方改革関連法セミナーを開催します ロートピア仙南　転倒予防教室を開催します

在宅介護支援センター緑泉   ☎0187（84）2284問

ロートピア緑泉　転倒予防教室を開催します
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