
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

～登山届を提出しましょう～

～暑くても 気持ちさわやか 安全運転～

～ぜったいにキャッシュカードは渡さない～
　警察・役場・金融機関を名乗ってキャッシュカードを受け
取りに来る詐欺事件が多発しています。「詐欺グループか
ら押収した名簿にあなたの名前がありました」「お客さまの
キャッシュカードは交換しないと使えなくなりました」などと
いった電話が掛かってきたら、警察に通報してください。

　本格的な夏を迎えるこの時期は、例年、暑さからくる注
意力不足による「ぼんやり運転」や夏特有の開放感からく
る「スピードの出し過ぎ」のほか、「飲酒運転」に伴う交通事
故が多発します。
　町民一人ひとりが交通安全について高い意識を持ち、
交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努めましょう。

特殊詐欺の被害防止のために

夏の交通安全運動の実施

　平成30年の夏期（6月～8月）において、20件、26人の
山岳遭難が発生しています。遭難者のうち8人が死傷もし
くは行方不明となっており、さらにこのうち5人が65歳以
上の高齢者でした。
　「自分に限っては大丈夫」という油断は禁物ですので、万
が一のことを考え、「登山届」を警察署などに提出してくだ
さい。なお、提出は郵送やFAXのほか、秋田県警察のホー
ムページから電子申請ですることもできます。

夏期における山岳遭難防止

秋田県農業共済組合 仙北支所  ☎0187（63）1066問

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●8月1日㈭～8月9日㈮
入居可能日●9月1日㈰

受験資格●平成2年4月2日から平成14年4月1日までに生ま
　　　　　れ、高等学校以上を卒業または令和2年3月まで
　　　　　に卒業する見込みの方
募集人員●一般事務および施設管理業務　若干名
申込方法●受験申込書に必要事項を記入のうえ、平日の午
　　　　　前8時30分から午後5時までの間に下記へ提出
　　　　　してください。
申込期間●8月1日㈭～9月10日㈫
　　　　　※郵送の場合は9月10日㈫までの消印有効
第1次試験●9月29日㈰
　その他詳しくはホームページ（https://senpei.jp）をご確
認いただくか、下記へお問い合わせください。

　ことしから、すべての農産物を対象に収入減少を補てんす
る「収入保険」が始まりました。「収入保険」は、青色申告を行っ
ている農業者（個人・法人）が加入できる保険制度で、自然災
害・ケガや病気・倉庫の浸水・盗難や運搬中の事故・市場価格
の低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を
補てんする仕組みです。詳しい内容については、お近くの
NOSAIまでお問い合わせください。
※青色申告は「正規の簿記」の場合は65万円、「簡易な方式」 
　の場合は10万円を所得から控除することが可能です。

秋田県仙北平野土地改良区 
職員採用試験のお知らせ

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課 
☎0187（63）3113

申・問

秋田県仙北平野土地改良区 総務課  ☎0187（62）0180申・問

県営住宅の入居者を募集しています

農業者の皆さまへのお知らせ

特殊詐欺の被害防止のために

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

運動期間●8月1日㈭～8月10日㈯

第3セクターからのお知らせ第3セクターからのお知らせ

営業時間●午前11時～午後8時（ラストオーダー：午後7時）
定 休 日●毎週木曜日（祝祭日、夏期繁忙期を除く）
電話番号●0187（84）0062

　一部専用卓での予約制の導入と
混雑時間帯での利用時間の制限を
下記の期間で行います。可能な限り待ち時間を少なくし、
より多くの方にお楽しみいただくための対応ですので、あ
らかじめご了承ください。
予約対象期間●8月2日㈮～8月31日㈯
予約可能卓数●1卓限定（2人から７人まで利用可能）
利 用 時 間●40分間(混雑時は流しそうめん卓のみ)
提供メニュー●流しそうめん卓限定メニュー

ニテコ名物「流しそうめん卓」
予約できます

ニテコ名水庵
期繁忙期を除く）

葬儀のことなら、まかせて安心！
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㈲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!!

店内商品15%引き（広報を見たと言ってください）
※花環・生花・ギフト・書籍はセール除外品です。

８/１㈭～8/15㈭まで！ 午前8時～午後5時
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■インディヴィデュアル（個人）タイムトライアル
　日　　時●9月7日㈯　午後1時～
　会　　場●美郷町自転車競技場（周長333.333ｍ）
　参 加 料●1,000円（小中学生は無料）
■ロードレース
　日　　時●9月8日㈰　午前9時～
　会　　場●美郷町ラベンダー園特設周回ロードコース
　　　　　　（１周9.6ｋｍ）
　参 加 料●・チャンピオンクラス
　　　　　　　高校生：3,000円、19歳以上：5,000円
　　　　　　・ビギナークラス
　　　　　　　中学生：2,000円、高校生以上：3,000円
■共通事項
　申込期限●8月12日（月・祝）必着
　　　　　　※参加料の振込期限も兼ねます。
　そ の 他●大会の詳細やインターネットからのお申し込み
　　　　　　については「スポーツエントリー」(http://www.
　　　　　　sportsentry.ne.jp/）をご確認ください。

　ロートピア緑泉では現在、施設内外で建物の増改築等工事を行
っています。そのため、会場と安全の確保が困難となったことから、
ことしの夏まつりは中止とさせていただきます。ご了承ください。

■エクセル初級講習（中高年対象）
　8月6日㈫、8月7日㈬の2日間　定員10名
■原寸図作成講習
　8月22日㈭、8月23日㈮の2日間　定員10名
　その他詳しくは下記へお問い合わせください。

　厚生労働省では、常用雇用者が1人から4人の事業所を対
象に毎月勤労統計調査特別調査を実施しています。調査対象
となる事業所には調査員が訪問して調査させていただきます
ので、ご理解とご回答をお願いします。

■小型車両系建設機械特別教育（3ｔ未満）講習会
　講 習 日●9月5日㈭、9月6日㈮の2日間
　受 講 料●15,000円（テキスト代を含む）
　申込期限●8月16日㈮　　定　　員●15名
■高所作業車特別教育（10ｍ未満）講習会
　講 習 日●9月10日㈫、9月11日㈬の2日間
　受 講 料●15,000円（テキスト代を含む）
　申込期限●8月16日㈮　　定　　員●15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●美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

美郷夜市実行委員会事務局 藤岡  ☎090（2883）3898問

ロートピア緑泉  ☎0187（84）3636問

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

　ことしで5年目となる「美郷夜市」のメインは、夏の風物詩で
ある「盆踊り」。千畑・六郷・仙南の音頭を集結させます。この他
にもステージや屋台など盛りだくさんの内容となっています
ので、ぜひお越しください！
日　　時●8月11日（日・祝）　午後4時～午後9時
会　　場●六郷商店街　どまん中～名水市場湧太郎
　　　　　※当日は歩行者天国となります。

日　　時●9月1日㈰　午前8時～
　　　　　※予備日：9月8日㈰、9月15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55年4月1日以前
　　　　　に生まれていること(数え年40歳以上) 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●8月18日㈰
組合せ抽選会●8月21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。

対 象 者●県内に住所を有し、昭和14年3月31日以前に生
　　　　　まれた方
認定基準●①現在歯数が20本以上であること
　　　　　　（インプラント等は含みません）
　　　　　②喪失歯がないか、喪失歯があっても処置がなさ
　　　　　　れている等で良好な噛み合わせ状態である方
　　　　　③歯肉および全身の健康状態、口腔内清掃状態
　　　　　　が良好である方
申込方法●「8020いい歯の表彰」の掲示がある歯科医療機
　　　　　関にお申し出ください。
申込期限●8月31日㈯

日　　時●8月17日㈯　午後6時～
会　　場●後三年鴻声の里（飯詰字東西法寺）
内　　容●招待演芸、模擬店、打ち上げ花火ほか

日　　時●8月8日㈭　午後2時～午後4時
会　　場●秋田県仙北地域振興局 福祉環境部(大仙保健所)
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●8月7日㈬

「美郷夜市」を開催します！　　　　　

美郷町野球大会 年齢別部門360歳野球大会
出場チームを募集しています

秋田県自転車競技連盟事務局　☎0187（84）4465申・問

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

美郷ラベンダーカップ2019  出場者を募集しています　

ロートピア緑泉 夏まつり中止のお知らせ

8月開催の在職者訓練をお知らせします

毎月勤労統計調査特別調査を実施します

「8020いい歯の表彰」を行います

大曲仙北職業訓練協会 講習会のお知らせ

秋田県 調査統計課    ☎018（860）1256問

社会福祉法人水交会 後三年鴻声の里  ☎0187（83）2035問

大仙保健所 健康・予防課  ☎0187（63）3404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内)
☎0187（86）8300　FAX 0187（86）8033

申

後三年鴻声の里 夏祭りを開催します

秋田県仙北地域振興局 福祉環境部  ☎0187（63）3403問

手話教室を開催します

25 MISATO TOWN PUBLIC RELATIONS 2019.8


