
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（12月末）

六郷地区

仙南地区

千畑地区

合計

15（+1）

6（－2）

4（－2）

25（－3）

122（－  9）

117（+30）

83（+  4）

322（+25）

137（－  8）

123（+28）

87（+  2）

347（+22）

合計物損交通事故人身交通事故

※すべて件数 ※（）内は前年比

　交通事故防止のため、スピードを抑え、路面状況に応じ
た運転をお願いします。

　警察官が巡回連絡等で各家庭をうかがった際、洗濯物
をストーブの上に干している家庭が散見されます。
　ストーブの上に干していると、万が一、洗濯物が落ちた
場合は火災につながります。干す場所に十分注意して火
災予防に努めてください。

ストーブの上は大丈夫？

　これからの時期はさらに雪が多くなりますので、以下の
点に注意して安全運転をお願いします。

スリップ事故防止のために

●「急」のつく運転操作はしない　●速度は控えめにする
●車間距離を十分に保つ　　　 ●時間に余裕をもつ

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）
　　鉄筋コンクリート造４階建て 3DK 1戸（平成6年度建設）
家　　賃●2DK 20,300円～、3DK 23,100円～
募集期限●2月8日㈮
入居可能日●3月1日㈮

日　　時●2月9日㈯　午前10時～午後3時
会　　場●中仙市民会館 ドンパル（大仙市北長野）
相談内容●所得税・消費税に関する確定申告の相談
　　　　　※株式や不動産の譲渡所得および相続などは相
　　　　　　談対象外

　公益社団法人秋田被害者支援センターは、犯罪や事故等
にあわれた方々などの精神的支援等を行うことを目的として
設立された団体です。
　今後、被害にあわれた方々などのさまざまなニーズに対応
するため、電話相談のほか、直接的支援や広報活動をしてい
ただくボランティア支援員を募集します。
応募資格●①平成31年1月1日現在の年齢が25歳以上で心
　　　　　　身ともに健康な方（性別は問いません）
　　　　　②電話相談および支援活動に必要な知識、技術
　　　　　　を取得するための専門的な研修を受けること
　　　　　　ができ、その後支援活動ができる方
定　　員●約10名
募集期限●2月28日㈭　※当日消印有効
選考方法●応募者が提出した申込書等の関係書類に基づい
　　　　　て、一次審査（書類審査、面接等）を行い、「支援活
　　　　　動員候補者」として選考します。一次審査で「支援
　　　　　活動員候補者」に選考された方は、約100時間の
　　　　　研修を受けていただきます。
　その他詳しくは下記までお問い合わせください。

日　　時●2月27日㈬　午後5時30分～午後7時
会　　場●サンクエスト大曲（大仙市大曲日の出町）
相談内容●不動産・会社・法人の登記、多重債務、成年後
　　　　　見など
定　　員●4名　※電話による事前予約が必要です。　
申込期限●2月21日㈭　午後3時
　　　　　※定員になり次第受付を終了します。

公益社団法人秋田被害者支援センター　　　　　　　　　　
平成31年度ボランティア支援員（第15期生）を
募集します

県営住宅の入居者を募集しています

税理士記念日・無料税務相談会
確定申告に関する税の相談について

秋田県司法書士会総合相談センター大曲
無料相談会を開催します

東北税理士会 大曲支部  ☎0187（62）1850問

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課
☎0187（63）3124

申・問

公益社団法人秋田被害者支援センター 事務局
☎018（893）5935　FAX018（893）5938

申・問

秋田県司法書士会  ☎018（824）0187問

予約専用電話  ☎018（824）0055申
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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!!



M I S A T O  T O W N  I N F O R M A T I O N  

　ユニカール大会を開催します。大会に向け毎週火曜日に
行っているスポーツ教室でユニカールの練習ができるように
準備していますので、ぜひご活用ください。
日　　時●3月2日㈯
　　　　　受付：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
出場資格●町内在住者もしくは町内に通勤されている方
チーム編成●1チーム3名（小学3年生以下も必ず3名1チー
　　　　　　ムでお申し込みください）
参 加 料●1人当たり300円（当日徴収します）
申込方法●2月21日㈭までに下記へ電話でお申し込みくだ
　　　　　さい。

日　　時●3月3日㈰　開会式：午前9時～
会　　場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●・中学生以上で、町内在住者もしくは町内に通
　　　　　　学・通勤されている方
　　　　　・その他主催者が認めた方
参 加 料●無料
申込方法●美郷総合体育館リリオスに設置している申込用
　　　　　紙に必要事項を記入し、2月21日㈭までに提出し
　　　　　てください。

日　　時●3月16日㈯　午後2時～午後3時30分
会　　場●大仙市大曲交流センター（大仙市大曲日の出町）
対 象 者●難病患者の方、そのご家族
内　　容●①講話と実技「日常のリハビリ（音楽療法）」
　　　　　　講師：日沼 郁子 氏
　　　　　　　　（日本音楽療法学会認定音楽療法士）
　　　　　②質疑応答、情報交換
申込方法●3月8日㈮までに下記へ電話でお申し込みくだ
　　　　　さい。
■大曲仙北パーキンソン病友の会「ひまわり会」について
　「ひまわり会」は、パーキンソン病と診断された方やそのご
家族の交流を通じて、明るく住みよい生活を送るための支え
となることを目的とした会です。興味のある方は下記までご
連絡ください。

日　　時●2月16日㈯　午後2時～午後3時
会　　場●ロートピア仙南 会議室（金沢西根字上糠渕）
内　　容●知っておきたい「くすり」の話
　　　　　～すぐに役立つお得な情報～
講　　師●大曲ひまわり薬局　管理薬剤師　川田 智広 氏

　大曲税務署では、次の日程で確定申告書作成会場を開設
します。なお、開設期間前は申告書作成会場を設置していま
せんのでご注意ください。
開設期間●２月18日㈪～3月15日㈮　午前9時～午後5時
　　　　　※土・日曜日を除く
　　　　　※開設時間内に申告書を作成できるよう、午後4
　　　　　　時までの来場にご協力をお願いします。
開設場所●大曲税務署 2階 会議室（大仙市大曲上栄町）
　　　　　※期間中は混雑が予想されますので、公共交通
　　　　　　機関等をご利用ください。
そ の 他●申告書作成会場は大変混雑し、長時間お待ちい
　　　　　ただく場合があります。国税庁ホームページの「確
　　　　　定申告書等作成コーナー」を利用した、ご自宅で
　　　　　の申告書作成をぜひお試しください。

日　　時●2月8日㈮　午前10時～午前11時30分
会　　場●美郷町北ふれあい館 和室（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、タオルなど
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。

訓練期間●4月3日㈬～9月30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●電気設備技術科（定員13名）
　　　　　ビル管理技術科（定員15名）
受 講 料●無料（テキスト代等は自己負担です）
募集期限●2月27日㈬
応募資格●ハローワークに求職申し込みをされた方で、
　　　　　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●毎週木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）

　「筆界特定制度」は、土地の筆界（境界）トラブルを解決す
るため、法務局が現地における筆界の位置を特定する制度
です。
　隣接地との筆界が分からず困っている方、筆界について隣
地の所有者と意見が一致せずに困っている方は、筆界特定制
度をご利用ください。

平成30年分の確定申告と納税はお早めに！

公共職業訓練生を募集します

ご存知ですか？「筆界特定制度」

元気アップ運動教室を開催します美郷町ソフトテニスインドア大会の参加者を
募集します

大曲税務署  ☎0187（62）2191

確定申告のご相談・ご質問は「0」を選択
大曲税務署への直接のお問い合わせは「2」を選択

問

秋田県スポーツ科学センター  ☎018（864）6225問

在宅介護支援センター仙南  ☎0187（87）8011問

美郷町総合型スポーツクラブ　事務局
☎0187（84）4916

申・問

問

秋田地方法務局 登記部門 筆界特定室
☎018（862）1442

問

美郷町テニス連盟・美郷ソフトテニスクラブ
吉野　☎0187（84）2875

問

美郷町民ユニカール大会の参加者を募集します

難病研修会を開催します

家族介護教室を開催します

大仙保健所　健康・予防課   ☎0187（63）3404申・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

29 MISATO TOWN PUBLIC RELATIONS 2019.2


