
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

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ
（大学卒業・卒業見込み以外）

警察事務（高校卒業程度）

警察事務（障害者採用）

7月24日㈬
～8月23日㈮
7月24日㈬
～8月21日㈬
8月26日㈪
～9月18日㈬

9月21日㈯
9月22日㈰

9月29日㈰

10月27日㈰

第1次試験日申込期間試験区分

問い合わせ●0120（863）314

～シートベルトは大切な命綱～

～性犯罪被害相談電話～

～君がこの街を守る主人公になる～
　警察官Ｂ・女性警察官Ｂ、警察事務（高校卒業程度・障害
者採用）採用試験の申込受付が始まります。
　人の役に立つ仕事がしたい、秋田県のために働きたい
と考えている方は、ぜひお申し込みをお願いします。

警察官・警察事務採用試験のお知らせ

　平日（月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分）は、
性犯罪担当の警察官がお話を伺います。いつでも相談し
てください。

許さない！性犯罪  勇気を出して届出を

　秋田県内における後部座席のシートベルト着用率は、
一般道路では約45パーセント、高速道路では約75パー
セントです。運転席や助手席の着用率がどちらも90パー
セントを超えることを考えると、まだまだ後部座席のシー
トベルト着用が広まっているとは言えません。
　大切な命を守るために、全席シートベルト着用を習慣
化しましょう。

後部座席もシートベルトの着用を

Ａターンプラザ秋田     ☎0120（122）255問

　大仙市、仙北市、美郷町に空き家をお持ちの方を対象とし
た無料相談会を開催します。
　業界団体と行政が連携して空き家の相談にお応えします。
期限までにお申し込みのうえ、ぜひご参加ください。
日　　時●8月11日(日・祝)　午前9時30分～正午
会　　場●仙北市角館交流センター
　　　　　(仙北市角館町中菅沢)
申込方法●下記への電話または来所により、7月26日㈮まで
　　　　　お申し込みください。

対 象 者●県外在住で秋田県内への就職を希望するＡター
　　　　　ン希望者
■Ａターンフェアin東京
　日　　時●7月28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)
■Ａターンフェアin秋田
　日　　時●8月12日(月・祝)　正午～午後3時
　会　　場●秋田拠点センターアルヴェ(秋田市東通仲町)

■第二種電気工事士技能試験(上期)準備講習(※)
　7月8日㈪～7月10日㈬の3日間　　定員20名
■ワードビジネス活用講習
　7月17日㈬、7月18日㈭の2日間　　定員10名
■JW-CAD中級操作講習
　7月24日㈬、7月25日㈭の2日間　　定員10名
時　　間●午前9時～午後4時
　　　　　※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
受 講 料●無料(テキスト代は自己負担となります)

■防衛医科大学校看護学科
　応募資格●令和2年4月1日現在で18歳以上21歳未満
　　　　　　の方
　受付期間●9月5日㈭～9月30日㈪
　試 験 日●10月19日㈯
■一般曹候補生
　応募資格●昭和63年4月1日から平成14年4月1日までに
　　　　　　生まれた方(18歳以上33歳未満の方)
　受付期間●7月1日㈪～9月6日㈮
　試 験 日●9月20日㈮～9月22日㈰のうち指定する1日
■航空学生
　応募資格●海上要員：18歳以上23歳未満の方
　　　　　　航空要員：18歳以上21歳未満の方
　受付期間●7月1日㈪～9月6日㈮
　試 験 日●9月16日（月・祝）

大曲技術専門校 民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

秋田県仙北地域振興局 地域企画課
☎0187（63）5114

申・問

「仙北地域空き家の無料相談会」を開催します

「Ａターンフェア」を開催します

7月開催予定の在職者訓練をお知らせします

自衛官を募集しています

電話番号●0120（028）110　（ツーワ110番）
　　　　　#8103　（ハートさん）

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

自衛隊秋田地方協力本部　大仙地域事務所
☎0187（63）1313

問

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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　美郷町には県内外から観光客が連日訪れており、案内を希
望する方も多くいます。そこで観光案内人を次のとおり募集
します。
内　　容●六郷湧水群を中心に自然や歴史に関する案内(ご
　　　　　自身の知識や体験を交えた観光案内も大歓迎です)
講　　習●観光案内人に関心のある方を対象とした講習を
　　　　　随時開催します。

日　　時●7月28日㈰　午前9時～
会　　場●大台野多目的運動広場(千屋字大台野)
カテゴリー●小学生、女子、ビギナー、一般（中学生含む）の部
参加資格●美郷町民(出身者含む)、町内事業所勤務者、美郷
　　　　　町サッカー協会登録チームメンバーのいずれかに
　　　　　該当すること
試合方法●リーグ戦またはトーナメント戦
参 加 料●無料　　申込期限●7月12日㈮

日　　時●7月28日㈰　午前9時～
会　　場●美郷町南運動公園内相撲場(飯詰字糠渕)
参加資格●個人選手権：中学生以上の方
　　　　　小学校個人戦：小学生の方
　　　　　※美郷町外にお住まいの方も参加できます。
参 加 料●無料　　申込期限●7月27日㈯

日　　時●8月4日㈰、8月11日（日・祝）　午前8時～
　　　　　※予備日：8月18日㈰、8月25日㈰
会　　場●美郷町野球場(六郷東根字北明田地)
参加資格●①美郷町民であること、②昭和45年4月1日以前
　　　　　に生まれていること(数え年50歳以上(年齢の算
　　　　　定基準日は令和元年8月4日))、③参加料を納め
　　　　　ていること、④ユニフォームを着用すること
参 加 料●7,000円　　申込期限●7月21日㈰
組合せ抽選会●7月24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。

日　　時●7月29日㈪　
　　　　　午後１時～午後3時30分(開場：正午)
会　　場●秋田市文化会館(秋田市山王)
内　　容●秋田県警察音楽隊によるコンサート、特別講演など
参 加 料●無料

美郷町商工会     ☎0187（84）0560問

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

対 象 者●起業しようとする創業予定者、業態転換・新分野
　　　　　に進出する第二創業者、事業承継を考えている方
　　　　　や若手経営者など
日　　時●①7月27日㈯、②7月28日㈰、③8月17日㈯、
　　　　　④8月18日㈰、⑤8月24日㈯  午前10時～午後４時
会　　場●美郷町中央行政センター(六郷字上町)
講　　師●トータルサポートスクール リード学舎
　　　　　代表　阿部 浩美 氏（①・②・⑤）
　　　　　株式会社小室経営コンサルタント
　　　　　代表取締役　小室 秀幸 氏（③・④）
受 講 料●4,000円

　会場運営のボランティアを募集します。一緒に夜市を盛り
上げましょう！
日　　時●8月11日(日・祝)　午後１時～午後10時
集合場所●名水市場湧太郎(六郷字馬町)
そ の 他●翌日の午前5時から行う早朝清掃のボランティア
　　　　　も同時に募集しています。都合の良い時間帯のみ
　　　　　で結構ですので、ご協力よろしくお願いします。

日　　時●7月13日㈯　午後1時30分～午後3時
　　　　　　　　　　　(受付：午後1時～)
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」(六郷字馬町)
内　　容●「郷土を愛した文人 田口松圃・赤川菊村」
講　　師●有明 孝 氏(大曲史談会 会長)
参 加 料●無料　　対 象 者●どなたでもご参加ください。

日　　時●7月19日㈮　午後1時30分～午後3時40分
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」(六郷字馬町)
内　　容●「介護予防で地域づくり
　　　　　 ～一人ひとりの声と行動が地域を変える～」
講　　師●株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田 大啓 氏
参 加 料●無料　　対 象 者●どなたでもご参加ください。
定　　員●80名(事前申し込みが必要です)
申込期限●7月10日㈬

　犯罪予防や罪を犯した人の更生保護等の運動を推進する
集会を開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。
日　　時●7月18日㈭　午後1時30分～
会　　場●美郷町公民館

美郷創業塾2019の受講生を募集します　　　　

「美郷夜市」ボランティア大募集！

美郷町野球大会 年齢別部門500歳野球大会の
出場チームを募集します

「第29回暴力団壊滅秋田県民大会」
開催のお知らせ

美郷町サッカー協会　高橋
☎090（4633）2519　✉ info@misato-fa.com　

申・問

美郷夜市実行委員会(㈲田澤商事内)
田澤　☎0187（84）1525

問

六郷史談会・六郷文化財保護協会
高橋 ☎0187（84）0192 　冨樫 ☎0187（84）1871 

問

六郷史談会「夏の研修」のお知らせ

介護予防に関する講演会を開催します　

「社会を明るくする運動推進集会」を開催します　

美郷町観光情報センター　☎0187（84）0110申・問

町民相撲大会担当事務局  庄司  ☎090（5835）4027申・問

観光案内人を募集しています　

町民サッカー大会の出場チームを募集します　

美郷町民相撲大会の出場選手を募集します

秋田県社会福祉協議会　生きがい・健康づくり担当
☎018（824）2777　FAX 018（864）2742

申・問

大曲地区保護司会　藤原     ☎090（4046）1669問 (公財)暴力団壊滅秋田県民会議     ☎018（824）8989問

美郷町野球連盟　髙橋     ☎090（7931）4480問

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

申
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