
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
お知らせ受験資格●平成元年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒

　　　　　業または令和2年3月31日までに卒業する見込
　　　　　みの方
職務内容●行政事務　　採用予定人員●若干名
勤務場所●事務局管理課または介護保険事務所
申込方法●申込書に必要事項を記入のうえ、下記まで提出し
　　　　　てください(申込書は事務局管理課で交付してい
　　　　　るほか、組合ホームページ (https://os-kouiki.
　　　　　org)からもダウンロードできます)。
申込受付期間●6月20日㈭～7月18日㈭
　　　　　　　午前9時～午後5時
　　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く
　　　　　　　※郵送の場合は7月18日㈭の消印有効
■第1次試験
試 験 日●8月4日㈰
会　　場●サンクエスト大曲（大仙市大曲日の出町）
試験科目●大学卒業程度の一般教養および適性検査

受験資格●①平成31年4月1日現在で高校卒業後3年を経
　　　　　　過していない方および令和2年3月までに高校
　　　　　　を卒業する見込みの方
　　　　　②人事院が①に準ずると認める方
受験申込期間●6月17日㈪～6月26日㈬
申込方法●国家公務員試験採用情報NAVI
　　　　　(httpｓ://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htmｌ)
　　　　　からお申し込みください。
第1次試験日●9月1日㈰

　来春の高卒者を対象とした求人受付が6月1日から開始さ
れます。企業の将来を担う優秀な人材の確保と若年者の地
元就職による活力ある地域づくりのため、早い時期に魅力あ
る充実した企業情報（求人票）を発信し、若い人材を確保して
ください。また、県内ハローワークでは、学卒求人に係る事業
所相談コーナーを開設し、高卒者の採用をお手伝いしていま
すので、ぜひご相談ください。

開 催 日●6月28日㈮から12月13日㈮までの第2・第4金曜日
会　　場●大仙市大曲中央公民館（大仙市大曲日の出町）ほか
対 象 者●①盲ろう者福祉に理解と熱意のある方
　　　　　②講座修了後に通訳・介助員として活動できる方
受 講 料●2,400円（税別料金、テキスト代を含む）
　　　　　※実習代は自己負担となります。
申込期限●6月18日㈫
　その他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://akita-chokaku.net/)をご覧ください。

国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）のお知らせ

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

大曲仙北広域市町村圏組合事務局 管理課
☎0187（62）5187

申・問

ハローワーク大曲　☎0187(63)0335問

秋田県聴覚障害者支援センター　☎018(874)8113問

　昨年、山菜採りに伴う遭難者は38名おり、そのうち6
名が亡くなり、7名がケガをしました。「自分に限って遭難
することはない」「慣れた山だから大丈夫」という油断は
禁物ですので、装備を調えて複数人で入山しましょう。
　また、ことしもクマの目撃情報が多く寄せられています
ので、十分に注意してください。

山菜採りの遭難防止

　秋田県内には、「あなたの個人情報が漏れており、悪用
される可能性がある」という電話が掛かってきており、削
除してもらおうとした方が騙されて、多額の現金を振り
込んでしまう詐欺事件が発生しています。
　この事件は、詐欺グループが国の省庁やさまざまな団
体の肩書きを名乗って入れ替わり立ち替わり連絡してく
ることから、「劇場型」と呼ばれている手口のものです。
　不審な電話や訪問者がありましたら、すぐに警察へ連
絡してください。

劇場型の詐欺事件が発生

　4月29日に美郷町役場近くの県道で、県外在住の方1
名が亡くなる交通死亡事故が発生しています。
　現場は見通しの良い直線道路でしたが、通い慣れた場
所であっても携帯電話を使用するなどして事故を誘発す
ることがあります。運転をする際には、全席でシートベル
トを装着し、携帯電話は使用しないでください。

交通死亡事故が発生

大曲仙北広域市町村圏組合職員（上級）
採用試験のお知らせ

盲ろう者向け通訳・介助員養成講座の
受講者を募集します

事業主の皆さまへのお知らせ

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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募集住宅●県営船場町住宅（大仙市大曲船場町）
募集戸数●①鉄筋コンクリート造3階建て 2DK 1戸（平成4
　　　　　年度建設）、 ②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●①20,300円～　②23,100円～
募集期間●6月3日㈪～6月12日㈬
入居可能日●7月1日㈪

日　　時●6月5日㈬　午前9時～午前10時30分
会　　場●大仙保健所（大仙市大曲上栄町）
そ の 他●検査を希望される場合は、6月4日㈫の午後3時ま
　　　　　でに下記へお申し込みください。なお、毎月の定例
　　　　　 検査（事前予約制）は第3水曜日に実施しています。

日　　時●6月18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●「笑うことってすばらしい！」　　
講　　師●認定ラフターヨガティーチャー　中川 典子 氏

■ワード/エクセルレベルアップ講習
　6月19日㈬、20日㈭の2日間　定員10名
■JW-CAD基本操作講習
　6月25日㈫、26日㈬の2日間　定員10名
■NC旋盤プログラミング初級編
　6月26日㈬、27日㈭の2日間　定員5名
　その他詳しくは下記までお問い合わせください。

講 習 日●7月22日㈪、7月25日㈭、7月29日㈪、9月2日㈪
　　　　　の計4回
時　　間●午前9時～午後5時（昼休憩1時間あり）
会　　場●秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町）
　　　　　※県北地区、県南地区での開催も予定しています
　　　　　　ので、希望される方はご相談ください。
講習科目●①公衆衛生学（4時間）、②食品学（3時間）、
　　　　　③調理理論（4時間）、④試験対策（7時間）、
　　　　　⑤食文化概論（3時間）、⑥栄養学（3時間）、
　　　　　⑦食品衛生学（4時間）の計28時間
定　　員●10名程度（申込人数により中止の場合あり）
受 講 料●無料（テキスト代は自己負担）
申込期限●7月10日㈬
そ の 他●必要に応じてお子さまをお預かりします。事前予
　　　　　約が必要ですので、希望される場合は申込時に
　　　　　ご相談ください。

美郷町野球連盟　髙橋     ☎090（7931）4480問

在宅介護支援センター緑泉     ☎0187（84）2284問

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

　生徒たちによるステージ発表やカラオケコンテスト、パフォ
ーマンス集団「ビートファイターACE」によるヒーローステージ
ショーなど、多彩な催しをお楽しみください。皆さまのお越し
をお待ちしています。
日　　時●6月29日㈯　午前10時5分～午後2時
テ ー マ●「TO the future ～仲間と共に 地域と共に～」

日　　時●7月7日㈰、7月14日㈰　午前8時～
　　　　　※予備日：7月21日㈰、7月28日㈰
会　　場●美郷町野球場、美郷町北運動広場野球場
　　　　　美郷町南野球場
参加資格●①美郷町に住民登録をしていること、②チーム構
　　　　　成は行政区単位であること（選手が不足する場合
　　　　　は2行政区までの合併を認めます）、③ユニフォー
　　　　　ムを着用すること
参 加 料●無料　　申込期限●6月23日㈰
組合せ抽選会●6月26日㈬　午後7時～
　　　　　　　会場：美郷町中央ふれあい館（野中字下村）
　その他詳しくは下記までお問い合わせください。

■職長・安全衛生責任者教育
　講 習 日●6月17日㈪、18日㈫の2日間
　受 講 料●12,000円（テキスト代を含む）
　申込期限●6月5日㈬　　定　　員●20名
■職長・安全衛生責任者能力向上教育
　講 習 日●7月8日㈪
　受 講 料●10,000円（テキスト代を含む）
　申込期限●6月20日㈭　　定　　員●30名
■共通事項
　申込方法●電話で下記へお申し込みください。受講を希望
　　　　　　する方には、申込書と受講案内を送付します。
　そ の 他●美郷町の補助制度の対象講習となっています。

　自動車税は、4月1日現在の車検証の登録名義人に課税さ
れます。4月1日以降に移転登録（転売等）したときでも4月1日
現在の車検証の登録名義人が全額納付することになります。
忘れずに最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアで期
限内に納めましょう。
■自動車税も口座振替が便利です
　秋田県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協な
どに預金口座があれば、どなたでも利用することができます
（ただし、ゆうちょ銀行は利用することができません）。詳しく
は下記までお問い合わせください。

六郷高校文化祭「笹竹祭」を開催します　　　　

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター　　　　　　　
調理師試験対応講習会を開催します

美郷町体育協会事務局（美郷総合体育館リリオス内）
☎0187（86）8300　FAX 0187（86）8033

申

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
☎018（896）1531　FAX 018（866）2166
✉ jiritusien@blue.ocn.ne.jp

申・問

秋田県立六郷高等学校　☎0187(84)1280問

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課  ☎0187(63)3113問

秋田県総合県税事務所　☎018（860）3331
同事務所　仙北支所　　☎0187（63）5222

問

大曲仙北職業訓練協会 講習会のお知らせ

自動車税の納期限は７月１日㈪です　

美郷町野球大会 行政区部門の
出場チームを募集します

「HIV検査普及週間」
エイズ無料相談・検査のお知らせ

大曲地域職業訓練センター　☎0187（62）1726申・問

大曲技術専門校 民間訓練支援室 ☎0187（62）6321申・問

大仙保健所　健康・予防課　☎0187（63）3404申・問

県営住宅の入居者を募集しています

介護者教室を開催します

6月開催予定の在職者訓練をお知らせします
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