
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

　これから年末にかけて、積雪や路面凍結などによる道
路環境の悪化や、忘年会シーズンに伴う飲酒運転による
交通事故の発生が懸念されます。
　警察では、冬道の安全運転のための広報啓発活動や
飲酒運転根絶のための取締り活動などを推進します。
運動期間●12月11日㈬～12月20日㈮

　昨シーズン中（平成30年度）の雪害による人身事故は
95件発生し、6人の方が死亡、89人の方がケガをされて
います。
　降雪期に入ると、雪下ろし作業中に屋根から滑り落ち
るなど、雪による事故が多くなります。雪下ろし作業は1
人で行わず、命綱やヘルメットなどの安全装備を着用し
ましょう。

年末の交通安全運動の実施
～無事故でことしを締めくくり～
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警察・銀行等では、キャッシュカードを預かったり、
保管させたりしません！
ATMで還付金を受け取れません！
留守番電話を活用して、知らない番号からの電
話には出ない！

あなたの大事な財産を
詐欺グループから「まもる」ために

屋根の雪は大丈夫ですか？
～雪下ろしは慎重に～

　軽油取引税免税証（農業用）の交付を希望する方は、必要
書類をご用意のうえ、下記の会場で申請手続きを行ってくだ
さい。なお、お住まいの地区以外の会場でも申請可能です。
受 付 日●【千畑・六郷地区】12月12日㈭
　　　　　【六郷・仙南地区】12月13日㈮
受付時間●【午前】午前10時～午前11時30分
　　　　　【午後】午後1時～午後3時
会　　場●美郷町役場3階　大会議室
　必要書類や注意事項などの詳細については、11月15日発
行の広報美郷お知らせ版4ページに記載していますので、そ
ちらをご確認ください。

　東北森林管理局では、国有林野の管理経営に皆さまの声
を役立てていくため、モニターを募集しています。
募集期間●12月2日㈪～令和2年1月31日㈮
募集人員●48名程度
※各地域内の人数および年齢、男女比等の均衡を図るため、
　最終的な人数と前後することがあります。
内　　容●・アンケートへの回答
　　　 ・現地見学会、国有林モニター会議への出席等
任　　期●令和2年4月1日㈬から2年間
応募資格、応募方法などの詳細については、東北森林管理局
のホームページ（http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/）
をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

令和2・3年度の国有林モニターを募集します

東北森林管理局  企画調整課  林政推進係
☎018（836）2228 FAX 018（836）2031
✉ t_kikaku@maff.go.jp

問

軽油引取税免税証（農業用）交付申請　　　　　　　　　　　
集合受付のお知らせ　　　　　　　　　　　　

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第3セクターからのお知らせ

　下記の施設について営業時間等を変更します。
■ニテコ名水庵（☎0187（84）0062）
営業時間●【昼の部】午前11時～午後3時

　　　　　　【夜の部】午後5時～午後9時
　※夜の部はご宴会予約のみ承ります。
　※ご予約は1週間前までにお願いします。
定 休 日●毎週木曜日
■道の駅雁の里せんなん（☎0182（37）3000）
営業時間●午前9時～午後5時

　　　　　　（12月1日㈰から令和2年3月31日㈫まで）
定 休 日●なし

■手づくり工房湧子ちゃん（☎0187（84）3500）
営業時間●午前9時～午後5時

　　　　　　（令和2年3月31日㈫まで）
定 休 日●毎月第２木曜日、第４木曜日

■湯とぴあ雁の里温泉内
　お食事処雁の里（☎0187（83）3210）
営業時間●【昼の部】午前11時～午後2時

　　　　　　【夜の部】午後5時～午後7時30分
　※夜の部は土・日曜日、祝日のみの営業となります。
　※12月からは金曜日の夜の部を休業します。
定 休 日●毎月第2月曜日、第4月曜日

あきた美郷づくり株式会社

秋田県総合県税事務所  課税第二課 ☎018（860）3341
URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7689

問

新しい年を迎えるために
みがき粉など仏具の
お手入れ用品あります

新しい年を迎えるために
みがき粉など仏具の
お手入れ用品ありますお手入れ用品あります
㈲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!!

葬儀の
ことなら
まかせて
安心！
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　美郷町体育協会では、スポーツでご活躍された方に対して
美郷町スポーツ賞を授与しています。大学生と一般の方で、
次に該当される方はお問い合わせください。また、ご家族の
方からのお問い合わせも受け付けています。
　なお、児童および生徒の方々は、学校またはスポーツ少年
団からの推薦となります。
候 補 者●美郷町在住者または美郷町出身者
選考基準●次の①から③のいずれかに該当する方
　①大会基準に定める全国大会において優勝した方
　②大会基準に定める東北大会において3位以内に入賞し
　　た方および全国大会において8位以内に入賞した方
　③大会基準に定める秋田県大会（個人競技は競技種目の
　　参加者が4人以上、団体競技は競技種目の参加チームが
　　4チーム以上）において優勝した方
大会基準●
　【大学生】
　　平成31年4月から令和元年12月までに開催された県民体
　育大会、東北総合体育大会、国民体育大会、各地区ブロックお
　よび全日本大学選手権大会
　【一般】
　　平成31年4月から令和元年12月までに開催された県民体
　育大会、東北総合体育大会、国民体育大会、日本スポーツ協
　会に加盟する競技団体が主催する大会
提出期限●令和2年1月7日㈫
※お問い合わせいただいた方に、推薦書等の提出書類を送
　付します。お早めにお問い合わせください。
※ご提出いただいた推薦書をもとに選考委員会で授賞者を
　決定します。後日、授賞者には授与式の日時等をお知らせ
　します。

　半世紀に1回の国県営かんがい排水事業の全面更新工事
に伴い、下記のとおり断水します。
断水期間●12月1日㈰～令和2年3月31日㈫
断水区間●金沢西根地区全体
工事内容●旭川右岸幹線用水路全面更新工事
そ の 他●・後三年流雪溝も断水します。
　　　　 ・樋堰、三百石堰、下堰も断水します。

■フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講習会
日　　時●①令和2年1月10日㈮　午前9時～午後4時
　　　　　②令和2年2月7日㈮　　　　　〃
受 講 料●10,000円（テキスト代を含む） 定　員●各40名
申込方法●電話で下記までお申し込みください（受講希望者
　　　　　には後日、申込書と受講案内を送付します）。
申込期限●①12月9日㈪　②令和2年1月15日㈬
そ の 他●美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

　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。自然災害が多発する今、いざと
いう時の備えはできていますか？母であり消防団員としても
活躍中の女性を講師に迎え、自分たちでできる災害への備
えや対応についてお話を伺います。防災グッズや備蓄品のお
試しコーナーもあります。
日　　時●12月15日㈰　午前10時～正午
会　　場●仙北市角館交流センター　研修室
対 象 者●どなたでもご参加いただけます（小さなお子さま
　　　　　とご一緒の参加も大歓迎です）。
講　　師●西宮 三春 氏（仙北市消防団、応急手当指導員）
申込期限●12月12日㈭
参 加 料●無料

　大曲仙北広域市町村圏組合消防本部では、昨年4月1日か
ら「Net119（ネットイチイチキュウ）」のサービスを開始して
います。Net119とは、聴覚や言語機能の障がいなどにより、
身体障害者手帳をお持ちで、美郷町・大仙市・仙北市のいず
れかに住所を有する方を対象とした、音声による119番通報
が困難な方のための登録制緊急通報システムです。
　このシステムは、GPS機能付き携帯通信端末（スマートフ
ォンなど）を利用して、文字会話により消防機関へ緊急通報
を行うもので、外出先からの通報にも有効です。

　秋田県仙北平野土地改良区では冬期間も通水しており、消
雪・流雪等の地域用水として利用されている水路もありますが、
今後の降雪に伴い水路幅が分かりにくくなります。また、積雪・
凍結等により道路が滑りやすくなりますので、水路近くを通行す
る際は十分注意し、危険箇所には近づかないようにしましょう。

日　　時●12月15日㈰　午後1時30分～午後3時30分
会　　場●美郷町歴史民俗資料館（畑屋字高野）
持 ち 物●ハサミ、ペンチ、花など飾り付けに使いたいもの
　　　　　（南天、ゆずり葉、松は主催者側で用意します）
定　　員●25名　参 加 料●500円
申込期限●12月11日㈬

　　　　　　　　

　　　　　
日　　時●12月9日㈪　午前10時30分～午前11時30分
会　　場●ロートピア仙南(金沢西根字上糠渕)
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「巻き爪」について
持 ち 物●爪切り（爪を伸ばして来てください）

NPO法人みさぽーと☎0187（84）4922問

秋田県仙北平野土地改良区 管理課 ☎0187（62）0180問

秋田県南旭川水系土地改良区 管理課  ☎0182（33）7200問

在宅介護支援センター仙南  ☎0187（87）8011問

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

みさぽーと講座「手作りしめ飾りを作ろう！」　

大曲仙北職業訓練協会からのお知らせ　

大曲地域職業訓練センター　☎0187（62）1726申・問

「防災カフェ」を開催します

Net119緊急通報システムをご利用ください　

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
URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/45494

申・問

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部  通信指令課
☎0187（63）0344 FAX 0187（63）0347
✉ osfd-net119@kxd.biglobe.ne.jp

問

美郷町体育協会事務局（美郷総合体育館リリオス内）
☎0187（84）4916 FAX 0187（86）8033

申・問

令和元年度美郷町スポーツ賞　　　　　　　　　　　
授賞候補者の推薦を募集しています　

国県営かんがい排水事業工事に伴う
旭川右岸幹線用水路の断水に関するお知らせ

冬期間の水路にご注意ください

家族介護教室を開催します

29 MISATO TOWN PUBLIC RELATIONS 2019.12


