
日　　時●①12月8日㈰　　　　　　　午前9時～
　　　　　②令和2年2月11日（火・祝）　　 　〃
会　　場●①美郷町南体育館
　　　　　②美郷総合体育館リリオス
カテゴリー●①小学生・女子の部
　　　　　②ビギナー（初心者、シニア）・一般（中学生含む）の部
参加資格●美郷町民（出身者含む）、町内事業者勤務者、
　　　　　美郷町サッカー協会登録チームメンバー
試合方法●リーグ戦またはトーナメント戦（抽選は当日）
参 加 料●無料
申込方法●スポーツ保険への加入のため、11月15日㈮まで
　　　　　にメンバー表（氏名・町内等・年齢）を提出してくだ
　　　　　さい。
　　　　　※②の申し込みについては後日お知らせします。

　地域固有のさまざまな課題の解決に向けて、自立的・主体
的な活動に取り組み、他の模範となっている団体・個人を募集
しています。ご応募いただいた中から選考のうえ受賞者を決
定し、表彰します。
表彰対象●大仙市、仙北市および美郷町の団体・個人で次の
　　　　　要件を満たす方
　　　　　①地域のための活動に継続的に取り組んでいる
　　　　　　こと
　　　　　②その活動が、今後も地域で広がることが見込ま
　　　　　　れるとともに、他の模範となっていること
募集期間●11月1日㈮～12月10日㈫
応募方法●表彰を受けようとする団体・個人（自薦・他薦問わず）
　　　　　は、推薦調書を下記まで提出してください。

期　　日●11月19日㈫
会　　場●大仙市大曲市民会館（大仙市大曲日の出町）
受付時間●①午前9時30分～　②午後1時～
■年末調整関係事務説明会
開催時間●①午前10時～正午
　　　　　②午後1時30分～午後3時30分
■消費税の軽減税率制度説明会
開催時間●①正午～午後0時30分
　　　　　②午後3時30分～午後4時

■第一種電気工事士技能試験準備講習
　11月13日㈬～15日㈮の3日間　　　 定員20名
■危険物取扱者乙四類試験対策講習
　11月14日㈭、15日㈮の2日間　　　  定員10名
■第二種電気工事士技能試験（下期）準備講習
　11月20日㈬～22日㈮の3日間　　　 定員10名
■技能士（建築大工）学科試験準備講習
　11月26日㈫、27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。

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

～「見えない」危険を「見える」安全に～

　令和元年8月末現在、全国の警察から指名手配されて
いる者は約600人に上っています。これらの被疑者は、殺
人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横
領等の事件に関しても指名手配されており、再び犯行を行
うおそれがあります。
　指名手配被疑者は、日常生活に紛れて逃走を続けてい
るため、もしかしたら皆さんも目撃しているかもしれません。
　不審な人物・車や指名手配被疑者によく似た人を見かけ
たといった情報など、どんなわずかなことでも結構ですの
で、警察に通報していただくようにお願いします。

　県内の交通事故件数は年々減少していますが、高齢者
が関係する交通事故の割合は増加しています。
　夕暮れ時から夜間にかけては、道路横断中の交通事故
が多発する時間帯です。交通事故の当事者にならないた
めにも、次の点に気を付けましょう。

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

～あなたの情報が事件を解決します～
指名手配被疑者の検挙にご協力を！

町民サッカー大会【室内の部】を開催します

「元気なふるさと秋田づくり」顕彰事業のお知らせ

年末調整説明会を開催します

11月開催予定の在職者訓練をお知らせします

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

大曲技術専門校 民間訓練支援室  ☎0187（62）6321問

●夕暮れ時から夜間に外出する時は、明るい色の服
　装と反射材を着用しましょう。
●道路を横断する時は、止まって左右の安全を確認し
　ましょう。

●午後4時を目安とした早めのライト点灯で、自分の
　車の存在を周囲に知らせましょう。
●ハイビームを上手に活用して、遠くの歩行者を早め
　に発見しましょう。

運転者の方へ

歩行者の方へ

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

申・問

秋田県仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課
☎0187（63）5114

申・問

問 大曲税務署  ☎0187（62）2191　※音声案内「2」

11月1日㈮～11月30日㈯
店内商品15％割引（本など一部商品を除く）

花宝堂セレモニーホールみさと

入会金10,000円のところ
6,000円に割引いたします

花宝堂会員様抽選会 期間中花宝堂イフ会員となった方
アックス商品券などが当たります

空くじなし！！

店内内商品商 15％割引引（本など一部商品を除く）

花宝堂セレモニ ホ ルみさと花宝堂セレモニーホールみさと

0日㈯
部商品 除く）一部商品を除く）

11月1日
店内商品15％店内商品15％割引（本など一

日㈮㈮～11月30
％割引（本％割引（本など一

７周年感謝割引セール開催！！

10,000円のところ
円に割引いたします円 割引 た ます

宝堂イフ会員となった方
入会金1
6,000円6 000円

花宝堂会員様抽選会会 期間中花宝
アックス商品券などが当たたります

空くじなし！！空くじな

宝堂イフ会員となった方花宝堂会員様抽選会会 期間中花宝

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）1579
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試験日時●12月８日㈰　午前9時30分～午前10時30分
　　　　　※受　　付 ： 午前8時50分～午前9時20分
　　　　　※合格発表 ： 午前11時50分～
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」（六郷字馬町）
実 施 級●3級（定員50名）、2級（定員30名）、1級（定員20名）
受検資格●小学校5年生以上であること
　　　　　１級、2級はそれぞれ下級に合格していること
検 定 料●一般800円、中学生以下300円（各級共通）
申込方法●美郷町観光情報センター（名水市場湧太郎内）に
　　　　　備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ、
　　　　　検定料を添えてお申し込みください。
申込期限●11月22日㈮ ※定員になり次第受付を終了します。
■「楽しく学ぼう美郷の歴史」講習会を開催します
　美郷検定の前に、美郷の歴史について学ぶことができる講
習会を開催します。美郷が好きな方、美郷の歴史に触れたい
方、お誘い合わせのうえご参加ください。
日　　時●11月17日㈰　①午前9時30分～午前11時30分
　　　　　　　　　　 　②午後1時30分～午後3時30分
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」（六郷字馬町）
内　　容●①美郷町の歴史
　　　　　②江戸時代の六郷宿場町と街道
　　　　　※両方、またはどちらか一方のみの受講でも可。
参 加 料●無料
そ の 他●受講者には美郷検定希望級の前年問題集をお配
　　　　　りします。

　横手マンドリンクラブでは、例年どおりたくさんの美しい曲
を準備して皆さまをお迎えします。また、後半は県内各地で活
躍中の美郷ジャズセッションが出演します。秋の夕べ、さわや
かでリズミカルな音楽にぜひ耳を傾けてください。皆さまのご
来場をお待ちしています。
日　　時●11月23日（土・祝）　午後6時30分開演
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」（六郷字馬町）
入 場 料●無料　　　主　催●六郷美入野会
協　　賛●銀杏同窓会美郷支部、青麻会六郷支部

日　　時●11月17日㈰
　　　　　開場：午後0時30分　開演：午後1時
会　　場●美郷中学校体育館（六郷字作山）　入 場 料●無料
そ の 他●上履き（スリッパなど）を必ずご持参ください。
　　　　　学校敷地内は禁煙です。

日　　時●11月11日㈪ 午前10時30分～午前11時30分
会　　場●ロートピア仙南（金沢西根字糠渕）
講　　師●あきた訪問フットケア　小松 純子 氏
内　　容●よくある足爪のトラブル「爪白癬」について

日　　時●①11月８日㈮　午前9時30分～（1時間程度）
　　　　　②11月15日㈮　　　　　　〃
会　　場●①美郷町役場駐車場②みさと福祉センター駐車場
持 ち 物●熊手、レーキ、竹ぼうき、一輪車（準備できる方）
　　　　　※雨天決行のため、雨具は各自ご準備ください。
■いものこ会を開催します
　11月15日㈮の清掃ボランティア終了後、いものこ会を開
催します。参加を希望される方は11月10日㈰までに下記へ
お申し込みください。
参 加 料●会員200円、一般無料（いものこ汁、おにぎり、お茶）

日　　時●11月23日（土・祝）　午前9時～
会　　場●美郷総合体育館リリオス
種　　目●①小学生男女シングルス（学年別、人数により男女混
　　　　　合の場合あり）②中学生男女シングルス（1・2年生、男
　　　　　　女別、学年別）③一般シングルス（高校生以上、男女別）
参 加 料●500円　※当日申し受けます。
申込方法●美郷総合体育館リリオスに備え付けの申込用紙
　　　　　でお申し込みください。小学生・中学生の部は代
　　　　　表者が取りまとめてお申し込みください。
申込期限●11月10日㈰

日　　時●12月1日㈰　午前9時～
会　　場●美郷町中央体育館（六郷字安楽寺）
参加資格●①美郷町民であること ②美郷町に通勤通学して    
　　　　　いること（1チームの7割以上が町民であること） 
　　　　　③高校生以上（女子可）とする。ただし、高校生男
　　　　　子がプレーする場合はコート内に1名までとする。
試合方法●日本バスケットボール協会競技規則に準ずる
　　　　　（その他詳しくは下記へお問い合わせください）
申込方法●下記アドレスにメールを送付して受付を済ませ、
　　　　　当協会から送られる「申請用メンバー表」を提出し
　　　　　てください。
申込期限●11月15日㈮　　参 加 料●無料

日　　時●11月28日㈭　午後1時30分～午後3時
会　　場●大仙市大曲交流センター（大仙市大曲日の出町）
内　　容●・歯科衛生士によるお口の健康に関する講話
　　　　　　講師：工藤 穂奉実 氏
　　　　　　（あきた病院リハビリテ―ション科）
　　　　　・保健所保健師によるレクリエーション
対 象 者●難病をもつ方またはそのご家族
申込期限●11月8日㈮

美郷町卓球協会事務局 照井  ☎090（1064）4156問
美郷町観光情報センター  ☎0187（84）0110問

六郷美入野会 畠山  ☎090（3121）9224問

美郷中学校 篠塚・中村  ☎0187（84）2020問

在宅介護支援センター仙南  ☎0187（87）8011問 大仙保健所 健康・予防課  ☎0187（63）3404問

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

第8回美郷検定を実施します

第15回美郷町民バスケットボール大会を開催します

美郷中学校吹奏楽部2019定期演奏会を開催します

家族介護教室を開催します

奉友会　戸澤　☎0187（85）3813申・問

清掃ボランティアにご参加ください

美郷町オープン卓球大会の参加者を募集します

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

美郷町バスケットボール協会 事務局 伊藤
☎090（4602）3734

問

美郷町バスケットボール協会（名水市場湧太郎「やまちょう内」）
☎0187（73）8265　✉ misato-bba@email.plala.or.jp

申

横手マンドリンクラブ・美郷ジャズセッション
コンサートを開催します

令和元年度 大仙保健所難病研修会を開催します
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