
■イチから学ぶフォトショップ講習
　2月7日㈭、2月8日㈮の2日間　定員10名
■木造建築物の組立て等作業主任者技能講習〔１月末締切〕（※）
　2月26日㈫、2月27日㈬の2日間　定員10名
時　　間●午前9時から午後4時まで
　　　　　※は午前9時から午後5時まで
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
　　　　　※については別途受講資格要件があります。
受 講 料●無料（テキスト代は別途）

■危険な場所を知り予防しよう
　駐車場から事務所・作業場の出入口、段差・スロープまでの
経路が特に危険です。
■危険を見える化しよう
　看板などで「転倒危険！」などの注意喚起を行うことを見え
る化と言います。
※詳しくは、下記または最寄りの労働基準監督署にお問い合
　わせください。

　秋田県社会福祉協議会では、秋田県内における福祉・介護
人材の育成および確保等を図ることを目的として、介護福祉
士の資格取得のために必要な資金や、一定の資格がある方
が、一旦介護職を離職した後に介護事業所へ再度就職する際
の必要な準備資金について、無利子で貸付を行っています。
■介護福祉士実務者研修受講資金
　【貸　付　額】 20万円以内
　【返還免除条件】 実務者研修施設を卒業してから１年以内
　　　　　　　　 に、介護福祉士に登録し、その後、秋田県
　　　　　　　　 内で２年間継続して介護業務に従事する
　　　　　　　　 こと
■離職介護人材再就職準備金
　【貸　付　額】 20万円以内
　【返還免除条件】 秋田県内で２年間継続して介護業務に従
　　　　　　　　 事すること
※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.akitakenshakyo.or.jp）をご覧ください。

　B型肝炎訴訟について、弁護士による無料相談会（通話料
は掛かります）を行います。
日　　時●1月21日㈪　午前10時～午後７時
対　　象●B型肝炎患者またはそのご家族
　　　　　（患者が亡くなっている場合は、その相続人）
相談電話●022(721)1091 / 022(721)1092

2月開催予定のスキルアップセミナーを
お知らせします

凍結注意！冬季の転倒災害防止
～冬季は雪・凍結による転倒災害が多発します～

東北一斉B型肝炎訴訟
無料電話相談会を行います

秋田県社会福祉協議会からのお知らせ

秋田県社会福祉協議会  ☎018（864）2880問

大曲技術専門校　民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

秋田労働局 労働基準部 健康安全課 
☎018（862）6683

問

B型肝炎訴訟東北弁護団事務局
（小野寺友宏法律事務所）  ☎0120（76）0152

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

美郷町の交通事故統計（11月末）

六郷地区

仙南地区

千畑地区

合計

14（+2）

5（－1）

4（－1）

23（±0）

104（－  5）

102（+27）

73（+16）

279（+38）

118（－  3）

107（+26）

77（+15）

302（+38）

合計物損交通事故人身交通事故

　これからの時期、積雪や路面凍結などによるスリップ
事故の発生が懸念されます。スピードを控えめにし、いつ
でも止まることができるよう余裕をもった運転を心掛け
ましょう。

　昨年度の雪害による人身事故件数は168件で、7人の
方が亡くなり、165人の方がケガをされています。特に雪
下ろし中の事故が多く、3人の方が亡くなり、79人の方
がケガをされています。
　雪下ろし作業は一人で行わず、必ず命綱を付けヘルメ
ットを着用しましょう。

スリップ事故防止

雪下ろしは慎重に

※すべて件数 ※（）内は前年比

明けましておめでとうございます。
本年も町民の皆さま方とともに、
安全・安心な美郷町を目指します。
よろしくお願いいたします。

葬儀のことなら、まかせて安心！

㈲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

イフ会員募集中！

ご遺体
安置室
完備!!

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!!
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　美郷町社会福祉協議会では、住み慣れた地域で安心して
暮らしていけるよう、町民参加の一斉除排雪活動を実施し
ます。ボランティアにご協力いただける方は、各実施日前日
までに下記へご連絡ください。
実施日時●１月23日㈬、２月13日㈬
　　　　　両日とも午後１時30分から午後３時ころまで
※美郷中学校生徒、六郷高校生徒と一緒に作業を行います。
集合場所●
　・千畑地区：両日 みさと福祉センター職員駐車場
　・六郷地区： １月23日㈬ 美郷町保健センター駐車場
　　　　　　２月13日㈬ 美郷中学校
　・仙南地区：両日 美郷総合体育館リリオス駐車場
作業場所●町内の一人暮らし高齢者宅等

　秋田県とセブン-イレブンが協働し、次のとおり雪下ろしの
安全対策用具を無償で貸し出していますので、事故等に注意
してご活用ください。
貸出店舗●美郷土崎店（土崎字上野乙）
貸出時期●３月10日㈰まで
貸出期間●最長1週間
貸出用具●ヘルメット、メインロープ、カラビナ（２個）、
　　　　　アンカーロープ（２本）、安全帯

日　　時●１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）
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
対 象 者●身体を動かしてみたい方、興味のある方
参 加 料●無料

　秋田県生活センター（南部消費生活相談室）では、消費生
活に関する相談だけではなく、消費者トラブルの未然防止や
食品表示についての出前講座も行っています。地域や企業、
各種施設、学校等での身近な学習等にぜひお気軽にご活用
ください。
講座テーマの例●
　・消費者トラブルの事例と消費者を守る仕組み
　・高齢者を狙った悪質な訪問販売、電話勧誘などの具体
　　的な手口
　・若者を狙った資格商法等、あるいはネットトラブル
　・くらしに役立つ食品表示 など
そ の 他●講師派遣、テキスト等の費用負担はありません
　　　　　が、「会場の確保」をお願いします。

　当日は、県内企業ブースによる企業説明会や個別面談、A
ターン希望者を対象としたミニセミナーや各相談ブースによ
る就職相談、移住相談等を行います。
日　　時●２月10日㈰　午前11時30分～午後４時10分
会　　場●浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区）
対 象 者●秋田県内への就職を希望するすべての方
　　　　　（学生も可）
そ の 他●予約不要、服装・入退場自由、お子さま連れ歓迎

日　　時●１月25日㈮　午前10時～午前11時30分
会　　場●美郷町北ふれあい館 第一研修室（土崎字上野乙）
内　　容●ストレッチ、筋トレ、有酸素運動等
講　　師●赤川 薫 氏、又井 誠 氏
対 象 者●40歳以上の方
参 加 料●200円（保険料含む）
持 ち 物●動きやすい服装、水分補給飲料、タオル等
申込方法●美郷町総合型スポーツクラブ事務局
　　　　　（☎0187(84)4916）にお申し込みください。

日　　時●2月15日㈮～5月14日㈫
　　　　　午前９時～午後3時50分
訓練内容●パソコンのワープロ、表計算、
　　　　　プレゼンテーションソフトの操作等
対 象 者●求職中の方　　　申込期限●１月22日㈫
定　　員●15名（申込人数により中止の場合あり）
受 講 料●無料（テキスト代別）
選考方法●面接、筆記試験など（筆記用具持参）
選 考 日●１月28日㈪　午後1時～
そ の 他●要件を満たす場合、受講期間中に給付金を受けら
　　　　　れる制度があります。下記までご相談ください。

■「多重債務相談窓口」のご案内
　自らの収入で返済しきれないほどの借金を抱え、お悩みの
方々からの相談に応じています。一人で悩まず、まずはご相
談ください。なお、相談は無料です。
受付日時●月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　　①午前8時30分～正午
　　　　　②午後１時～午後４時30分
■「出前講座」のご案内
　地域のコミュニティ活動等の会合に伺い、特殊詐欺の被害
防止を目的とした「金融犯罪被害防止のための出前講座」お
よび家計管理や消費生活に関する「金融経済教育の出前講
座」を実施しています。
講座メニューの例●
　・振り込め詐欺等「特殊詐欺」の手口と対策
　・家計管理や消費生活のワンポイント など

A ターンフェアin 東京を開催します

東北財務局秋田財務事務所からのお知らせ

セブン-イレブンで「雪下ろし安全対策用具」を
貸し出します

ハロートレーニング（求職者支援訓練）
「OA ビジネス科」求職者支援訓練を実施します

ロートピア緑泉 転倒予防教室を開催します

秋田県生活センターの
「出前講座」をご活用ください

秋田県スポーツ科学センター  ☎018（864）6225問

秋田県県民生活課  ☎018（860）1522問

在宅介護支援センター緑泉  ☎0187（84）2284問 ㈱しすてむ工房      ☎0182（32）7748問

ハローワーク大曲  ☎0187（63）0335申

美郷町社会福祉協議会（みさと福祉センター）
地域福祉班  ☎0187（85）2294　FAX 0187（85）2291

申・問

Aターンプラザ秋田（秋田県東京事務所内）
☎0120（122）255

問

秋田県生活センター南部消費生活相談室
（秋田県平鹿地域振興局内）  ☎0182（45）6103

申・問

一斉除排雪活動事業ボランティアを募集します

東北財務局 秋田財務事務所 理財課   ☎018（862）4196申・問

元気アップ運動教室を開催します
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