
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

～夕暮れ時は交通事故が多発する「魔の時間帯」～

　家電量販店やデパートなどをかたり、カードが不正に利
用されているとウソの電話をし、預金保護の名目でキャッ
シュカードをだまし取る手口にご注意ください。

「カード預かります」は詐欺！

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

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●10月1日㈫～10月11日㈮
入居可能日●11月1日㈮

日　　時●①10月30日㈬　午前10時～午前11時45分
　　　　　②10月30日㈬　午後1時15分～午後3時
会　　場●美郷町中央ふれあい館（野中字下村）
内　　容●①軽減税率制度の概要等について
　　　　　※軽減税率制度に関する説明会を初めて受講さ
　　　　　　れる方に向けた内容です。
　　　　　②経理・申告の仕方、インボイス制度等について
対 象 者●事業者の方

日　　時●10月27日㈰　午前11時30分～午後4時10分
　　　　　（受付：午前11時～）
会　　場●浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区）
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

県営住宅の入居者を募集します

「Ａターンフェアin東京」を開催します

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

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課
☎0187（63）3113

問

大曲税務署　☎0187（62）2191

※自動音声により案内します問

Ａターンプラザ秋田  ☎0120（122）255問

この電話、詐欺です！
●○○電気です。今あなたのカードを使って携帯電話
　を買おうとしているお客さんがいます。
●預金保険機構です。あなた名義のカードが不正に
　使用されているので、これからカードを取りに行き
　ます。

●夕暮れ時はライトを早めに点灯し、対向車や歩行
　者などに自分の存在を早く知らせるようにしま
　しょう。
●自動車のライトは上向きが原則です。
●自転車が夜間に無灯火運転をすることは違反に
　なります。

●反射材は弱い光でも反射して、遠くから見えます。
●夜間の外出時は、明るい服装と反射材を着用し、
　自分の存在に早く気付いてもらいましょう。

明るい服装と反射材を着用

早めのライト点灯と上向きライトの原則

消費税の軽減税率制度に関する説明会を
開催します

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第3セクターからのお知らせ

営業時間●午前8時30分～午後5時30分
休 業 日●毎週日曜日

　もみ殻の引き受けも行っています。希望される方は美
郷町堆肥センターまで搬入をお願いします。

　消費税率の改定に伴い、10月1日㈫から堆肥（商品名：
美郷の大地）の価格が次のとおり改定となります。

堆肥の販売価格改定について

美郷町堆肥センター

15K袋
7K袋

バラ500kg

フレコン500kg

軽トラック

散布（10a）

自己取り
自己取り
自己取り
配達
自己取り
配達
自己取り
1ｔ（トン）まで
追加500kg

440円
275円
3,300円
3,850円
3,300円
3,850円
2,750円
1,320円
660円

税込価格
（税率10%）荷渡し商品名

問●株式会社 美郷の大地　☎0187(85)2121

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）1579

セレモニーホールみさと

永平寺のごま豆腐 限定販売！
（なくなり次第終了）

花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）15
ご遺体安置室完備!!

セレモモニーホホールルみみさと
ご遺体安置室完備!!

会場にて葬儀アンケートにご協力ください！
（粗品進呈！）

期間中にイフ共済会へご入会の方期間中にイフ共済会へご入会の方
入会金1万円のところ6,000円に割引いたします入会金1万円のところ6,000円に割引いたします

期間中にイフ共済会へご入会の方
入会金1万円のところ6,000円に割引いたします

永平寺のごま豆腐 限定販売！
（なくなり次第終了）

会場にて葬儀アンケートにご協力ください！
（粗品進呈！）

美郷フェスタ
10月26日㈯・27日㈰
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日　　時●11月17日㈰
　　　　　組合せ抽選：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
申込方法●申込用紙に必要事項を記入のうえ、11月9日㈯ま
　　　　　でに美郷総合体育館リリオスへ提出してください。
■4人制混合ソフトバレーボール大会
参加対象●美郷町の男女で構成されたチーム
　　　　　（男子は1名まで可）
ル ー ル●4人制、ネットの高さは2ｍ
■高齢者バレーボール大会
参加対象●美郷町の55歳以上の男女で構成されたチーム
ル ー ル●高齢者大会ルール
■一般男女混合バレーボール大会
参加対象●美郷町の男女で構成されたチーム
　　　　　（女子が2人以上必要）
ル ー ル●6人制、ネットの高さは2.24ｍ

日　　時●10月12日㈯　午前9時～午後4時
会　　場●金沢大持沢　　参 加 料●無料
定　　員●10名（定員になり次第受付を終了します）
対 象 者●どなたでも参加できます。
そ の 他●集合場所などの詳細をお知らせしますので、参加
　　　　　を希望する方は下記までお問い合わせください。

日　　時●10月20日㈰　午前8時～午後５時
集合場所●美郷町中央ふれあい館駐車場（野中字下村）
　　　　　※当日はバスでの移動となります。
徒歩散策●和賀仙人・久那斗神社登山口～峠山オアシス館
参 加 料●1,000円　　定　　員●15名
持 ち 物●ザック、雨具、昼食、着替え、入浴タオルなど
申込方法●10月15日㈫までに下記へお申し込みください。

　秋田県仙北地域振興局では、防災意識の醸成等を目的に
「防災カフェ」を開催します。災害への備えや防災の豆知識に
ついて、子育て中でありながら消防団員としても活躍されて
いる女性のお話を伺います。防災グッズや備蓄品のお試しコ
ーナーもありますので、ぜひご参加ください。
日　　時●10月12日㈯　午後1時30分～午後3時30分
会　　場●安藤醸造 マルヨ蔵麹くらぶ（仙北市角館町）
講　　師●西宮 三春 氏（仙北市消防団、応急手当指導員）
参 加 料●無料　　
申込期限●10月8日㈫
そ の 他●託児が必要な方はお申し出ください。
　詳しい内容については下記までお問い合わせいただくか、
ホームページ（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/gen
re/14972）をご覧ください。

民謡「長者の山」実行委員会事務局  ☎0187（84）0110問

美郷町バレーボール協会 大坂  ☎090（8423）1206問

千畑茶道同好会事務局 杉澤  ☎0187（85）3936問

大仙保健所  ☎0187（63）3403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  

　県内外から集まった民謡を愛する人たちが、一般・熟年・ジ
ュニアの3部門で自慢ののどを披露します。ぜひお誘い合わ
せのうえ、ご来場ください。
日　　時●①10月12日㈯　午前9時～
　　　　　②10月13日㈰　午前9時～
会　　場●美郷町北体育館（土崎字上野乙）
日　　程●①開会式、熟年・一般の部 予選
　　　　　②ジュニア・熟年・一般の部 決勝、表彰式、閉会式
入 場 料●無料

　ヨガ未経験の方、男性の方、ヨガに興味のある方など、どな
たでもご参加いただけます。自分の今の身体と向き合って、
身体の〝こえ〟を聞いてみませんか？
日　　時●10月5日㈯、10月12日㈯の2日間　午前8時～
会　　場●65テラス（旧湯川洋品店：六郷字馬町）
受 講 料●500円　　定　　員●5名
持 ち 物●ヨガマット（ない場合は貸し出しします）、タオル、
　　　　　飲み物、動きやすい服装
そ の 他●専用の駐車場はありませんので、付近の駐車場を
　　　　　ご利用ください。

　千畑茶道同好会によるお茶会を開催します。庭の紅葉を眺
めながら、お菓子とお茶を一服いかがですか？皆さまのお越し
をお待ちしています。
日　　時●10月19日㈯　午前10時～午後3時
会　　場●坂本東嶽邸 茶室（千屋字中小森）
参 加 料●500円（小学生以下は100円）

　よく眠れない、ひきこもっている、お酒の問題を抱えている、
妄想めいたことを言う・・・。あなたやあなたの身近な人のことで、
そのような悩みはありませんか？保健所はさまざまなこころの
悩みの相談窓口です。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
■大仙保健所のこころの相談業務
精神科医による精神相談●毎月1回　木曜日（予約制）
保健師による精神相談●平日午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　　　　　（随時受付）

日　　時●10月17日㈭　午後1時30分～午後2時30分
会　　場●ロートピア緑泉（六郷字作山）
講　　師●栗林外科医院 院長　栗林 明弘 氏
内　　容●「健やかに生き抜くために 最終回」～健康寿命を
　　　　　延ばし、誇りに満ちた終末期を迎えましょう～
対 象 者●興味のある方はどなたでもご参加ください。
参 加 料●無料

第29回 民謡「長者の山」全国大会を開催します

ヨガの体験教室を開催します

秋のお茶会を開催します

こころの悩みは保健所へ

防災カフェを開催します

健康講話を開催します

ヨガ体験教室事務局 児玉　☎090（4317）5975申・問

第15回美郷町民バレーボール大会を開催します

仙南雁の里ライオンズクラブ 植樹活動を行います

仙南雁の里ライオンズクラブ 蒔野
☎090（8923）5628

申・問

美郷山岳会 橋本　☎090（4046）2383

✉ h-ken.aya4455@orchid.plala.or.jp

申・問

平泉文化を支えた黄金の道・秀衡街道（第２回）を
一緒に歩きませんか？

秋田県仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課
☎0187（63）5114　FAX 0187（63）6369

申・問
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