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～日陰や橋の上は路面凍結に注意～
　この時期は雪解けが進んで道路も乾燥しますが、日陰
や橋の上は凍結している場所もあるので十分気を付けま
しょう。
　また、歩行者や自転車の動きが活発になりますので、お
互いに思いやりの気持ちをもって安全に通行しましょう。

雪解け時の交通事故防止

　冬も終わりに近づき、徐々に積雪量が減ってきていま
す。しかし、山岳部ではまだ積雪が多く、雪崩が発生する
危険が多い時期でもあります。
　積雪量と気象情報に注意して、雪崩の被害にあわない
ようにしましょう。

雪解けです  雪崩に注意を！

第9回大仙仙北地域・緩和ケア市民公開講座を
開催します

受験資格●
・平成元年4月2日から平成10年4月1日の間に生まれた方
・平成10年4月2日以降に生まれた方で、次に該当する方
　①大学を卒業している方または2020年3月までに大学を
　　卒業する見込みがある方
　②人事院が①と同等の資格があると認める方
申込受付期間●3月29日㈮～4月10日㈬
申込方法●国家公務員試験採用情報NAVI
　　　　　(http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm)
　　　　　からお申し込みください。
第1次試験日●6月9日㈰

■総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
　申込受付期間●3月29日㈮～4月8日㈪
　第１次試験日●4月28日㈰
■一般職試験（大卒程度試験）
　申込受付期間●4月5日㈮～4月17日㈬
　第１次試験日●6月16日㈰
■一般職試験（高卒者試験）
　申込受付期間●6月17日㈪～6月26日㈬
　第１次試験日●9月1日㈰
　各試験の申込方法や受験資格等の詳しい内容については、
国家公務員試験採用情報NAVI(http://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm)をご確認いただくか、下記までお問い合
わせください。

受験資格●
・平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方
・平成10年4月2日以降に生まれた方で、次に該当する方
　①大学を卒業している方または2020年3月までに大学を
　　卒業する見込みがある方
　②人事院が①と同等の資格があると認める方
申込受付期間●3月29日㈮～4月10日㈬
申込方法●インターネット申込専用アドレス（http://www.
　　　　　jinji-shiken.go.jp/juken.html）からお申し込み
　　　　　ください。なお、インターネットからの申し込みが
　　　　　できない場合は、3月28日㈭までに下記へお問い
　　　　　合わせください。
第１次試験日●6月9日㈰

日　　時●3月16日㈯　午後1時30分～午後3時40分
　　　　　　　　　　  （受付：午後1時～）
会　　場●大曲市民会館 小ホール
　　　　　（大仙市大曲日の出町）
テ ー マ●寄り添うこと、支えること
内　　容●講演、弦楽ミニコンサートなど
対 象 者●医療従事者、介護・福祉関係者、町民
参 加 料●無料

国税専門官採用試験（大学卒業程度）のお知らせ

国家公務員採用試験のお知らせ

人事院東北事務局 第二課 試験係  ☎022（221）2022問

秋田労働局 総務部 総務課 人事係  ☎018（862）6681問

大曲厚生医療センター  総務管理課  ☎0187（63）2111問

仙台国税局  人事第二課  試験研修係  ☎022（263）1111

人事院東北事務局  ☎022（221）2022
問

労働基準監督官採用試験のお知らせ

葬儀のことなら、まかせて安心！

3/16㈯～24㈰ お彼岸セール
店内商品15％割引!!

㈲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!!

イフ会員
募集中!!

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!!

「広報を見た」と言ってください（花ワ、生花、ギフト、書籍等は除外品です）
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グループホームひらきの家　☎0187(82)1170問

秋田労働局 労災補償課　☎018(883)4275問

認知症カフェ「ひらき歌踊笑！」を開催します
かようしょうかようしょうかようしょう

その病気、症状は石綿が原因かもしれません
アスベストアスベストアスベスト

平成30年度美郷町スポーツ賞（後期）
授賞候補者の推薦を募集しています

美郷町バドミントン協会　高橋  ☎090（2025）8159申・問

大仙保健所  企画福祉課   ☎0187（63）3403申・問

秋田県国際交流協会  ☎018（893）5499申・問

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

　4月1日㈪から「あきた美郷づくり株式会社」で勤務してい
ただける方を募集しています。勤務場所や勤務条件等、詳しく
はハローワークの求人情報をご確認ください。
募集期間●3月1日㈮～3月7日㈭

日　　時●3月24日㈰　午前8時30分～
会　　場●美郷総合体育館リリオス　　参 加 料●無料
参加資格●美郷町在住者および勤務者、協会関係者
試合方法●小学生、中学生、高校生、一般男女各部のシング
　　　　　ルス個人戦（トーナメント形式）
申込期限●3月12日㈫

日　　時●3月16日㈯　受　　付：午後1時～
　　　　　　　　　　　開会行事：午後1時30分～
会　　場●名水市場湧太郎 國之譽ホール
内　　容●六郷のお寺さんに聞く会 PART2
　　　　　～歴史の「へぇ～」を楽しむ～
講　　師●臨済宗　太桂寺住職　髙山 泰文 師
参 加 料●無料

日　　時●3月6日㈬　午後6時30分～午後8時30分
会　　場●大仙保健所（仙北地域振興局 福祉環境部）
　　　　　2階 会議室
定　　員●15名　※事前申し込みが必要です。
参 加 料●無料（会場までの交通費等は自己負担です）
申込期限●3月5日㈫

日　　時●3月19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

■ご家族に、肺がんや中皮腫などで亡くなられた方はいませ
　んか？
■息切れ、胸が苦しいなどの症状が出ていませんか？
　石綿による疾病と認定された場合、各種給付を受けること
ができます。お心当たりのある方は、下記またはお近くの労働
基準監督署にご相談ください。

　美郷町体育協会では、平成30年度にスポーツでご活躍され
た方に対し美郷町スポーツ賞を授与します。大学生と一般の
方で、次に該当される方もしくはご家族の方は下記までお問い
合わせください。また、障害者スポーツ大会も同様となります。
候 補 者●美郷町在住者または美郷町出身者
選考基準●
　次の①から③のいずれかに該当する方（新人大会は除く）
①大会基準に定める全国大会において優勝した方
②大会基準に定める東北大会において3位以内に入賞した
　方および全国大会において8位以内に入賞した方
③大会基準に定める秋田県大会（個人競技は競技種目の参
　加者が4人以上、団体競技は競技種目の参加チームが4チ
　ーム以上）において優勝した方
大会基準●
大学生：平成31年１月から3月に開催された、県民体育大会・
　　　　東北総合体育大会・国民体育大会・各地区ブロック
　　　　および全日本大学選手権大会
一　般：平成31年1月から3月に開催された、県民体育大会・
　　　　東北総合体育大会・国民体育大会・日本スポーツ協
　　　　会に加盟する競技団体が主催する大会
提出期限●3月28日㈭
※お問い合わせいただいた方に、ご提出いただく推薦書等の
　書類を送付します。早めにお問い合わせください。
※ご提出いただいた推薦書をもとに選考委員会で授賞者を
　決定します。授賞者には後日、授与式の日時等をご連絡し
　ます。

　県内で国際交流や国際協力・国際理解などの多文化共生
を推進する活動を行う民間の団体を対象に、その事業経費の
一部を助成します。
助成金額●助成対象経費総額のうち上限額8万円
事業実施期間●
　第1期募集　4月1日㈪～2020年3月31日㈫
　第2期募集　8月1日㈭～2020年3月31日㈫
募集期間●
　第1期募集　3月1日㈮～3月31日㈰
　第2期募集　7月1日㈪～7月31日㈬
※申込方法等、詳しくは下記までお問い合わせください。

訓練期間●5月8日㈬～10月31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（定員10名）
　　　　　住宅リフォームデザイン科（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●3月29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
　　　　　ています）

美郷町体育協会事務局  ☎0187（84）4916問

六郷史談会　高橋  ☎0187（84）0192問

あきた美郷づくり株式会社（名水市場湧太郎内）
大澤　☎0187（84）0020

問

あきた美郷づくり株式会社  臨時社員を募集します

美郷町民バドミントン大会の参加者を募集します

六郷史談会　冬季研修会のご案内

初心者向けの手話教室を開催します

AIA国際活動助成対象事業募集のお知らせ

公共職業訓練生を募集します

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
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