
　健康増進法の改正により、事業所、工場、ホテル、商業店
舗等は、原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は喫煙専
用室の設置が必要となります。
　また、20歳未満の方は、従業員も施設の利用者も喫煙場
所に立ち入ることができなくなります。
　20歳未満の方が利用する事業所、施設、商業店舗等は、
屋内禁煙化への取り組みをお願いします。

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●2月1日㈯～ 2月12日㈬
入居可能日●3月1日㈰

　令和元年分の消費税申告に向けた説明会を開催します。
当日は消費税軽減税率の概要や申告に向けた注意点など
を説明する予定です。参加申し込みは不要ですので、直接
会場までお越しください。
日　　時●2月4日㈫  午前10時～正午
会　　場●美郷町南ふれあい館2階 ホール
　　　　　（飯詰字北中島）
内　　容●消費税軽減税率制度の概要
　　　　　令和元年分消費税申告に向けた注意点等
持 ち 物●筆記用具

訓練期間●①②4月2日㈭～9月30日㈬
　　　　　③4月7日㈫～10月30日㈮
訓練時間●午前9時20分～午後3時40分
会　　場●ポリテクセンター秋田
　　　　　（潟上市天王）
訓 練 科●①電気設備技術科（定員13名）
　　　　　②ビル管理技術科（定員15名）
　　　　　③建築CAD施工科（導入訓練付、定員10名）
受 講 料●無料
　　　　　（テキスト代等は自己負担です）
募集期限●2月26日㈬
応募資格●ハローワークに求職申し込みをされた方で、新
　　　　　たな技術・技能を身に付けて再就職を希望する
　　　　　方
そ の 他●毎週木曜日に施設見学会を行っています。
　　　　　（雇用保険受給中の方は就職活動として認めら
　　　　　れます）

4月1日㈬から喫煙場所の規制がスタート！

県営住宅の入居者を募集します

消費税の申告説明会を開催します

公共職業訓練生を募集します

秋田県健康づくり推進課　☎018（860）1429問

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課
☎0187（63）3113

申・問

秋田職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター秋田）
訓練課 受講者第一係　☎018（873）3178

問

大曲税務署 個人課税第一部門
☎0187（62）2192

問

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

　4つの「ゆ」を意識してスリップ事故を防止しましょう。

　速度が速くなると、それだけ止まるまでの距離が長
くなります。スピードの出し過ぎに注意しましょう。

　冬道は乾燥した路面と同じように止まることはでき
ません。車間距離を十分にとりましょう。

　急ハンドル、急ブレーキ、急発進など「急」のつく運転
はスリップのもとです。ゆとりをもって運転しましょう。

　一見すると分からなくても、実は凍結している道路
もあります。冬道は油断大敵です。

１．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！
２．ATMで還付金は受け取れません！
３．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！

スリップ事故の防止
～スピード抑え 車間距離は十分に～

あなたの大事な財産を
詐欺グループから「まもる」ために

ゆだんたいてき ～油断大敵～

ゆとり ～「急」のつく運転は厳禁～

ゆったり ～車間距離は十分に～

ゆっくり ～スピードは控えめに～

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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　ユニカール大会をことしも開催しますので多数ご参加く
ださい。大会に向け毎週火曜日に行っているスポーツ教室
でユニカールの練習ができるように準備していますのでぜ
ひご活用ください。
日　　時●2月29日㈯
　　　　　受　付：午前8時30分～ 
　　　　　開会式：午前9時～
　　　　　競　技：午前9時30分～正午（予定）
会　　場●美郷町総合体育館リリオス
参加資格●町内在住者もしくは町内に勤めている方
チーム編成●1チーム3名
　　　　　※小学校3年生以下の方も必ず3名1チームで
　　　　　　お申し込みください。
参 加 料●1名あたり300円
　　　　　※当日徴収します。
申込方法●電話で下記へお申し込みください。
申込期限●2月20日㈭

日　　時●2月11日（火・祝）
　　　　　午前10時～午後3時30分
会　　場●大仙市大曲交流センター講堂
　　　　　（大仙市大曲日の出町）
対 象 者●日本語指導者、日本語指導者を目指す方
定　　員●・基  調  講  演：約80名
　　　　　・入 門 コ ー ス：40名
　　　　　・経験者コース：40名
　　　　　　※いずれも先着順で受付します。
参 加 料●無料
申込方法●電話またはFAXでお申し込みください。なお、お
　　　　　申し込みの際は①氏名、②連絡先、③受講する養
　　　　　成講座コースをお知らせください。
　　　　　※会社・教室等団体に所属の方は代表者が一括
　　　　　　してお申し込みください。

　令和2年度前期（4月1日㈬～9月30日㈬）の科目等履修
生（受講科目の単位取得可能）および聴講生（授業の聴講
は可能。ただし単位取得は不可）を募集します。
募集期限●2月14日㈮
費　　用●①入学検定料：9,800円
　　　　　②入　学　料：28,200円
　　　　　③1単位当たり授業料：科目等履修生14,800円
　　　　　　　　　　 　　　　  聴講生7,400円
　　　　　※以前に科目等履修生・聴講生であった方は
　　　　　　①と②が免除される場合があります。

　大曲税務署では、次の日程で確定申告書作成会場を開設
します。なお、開設期間前は申告書作成会場を設置していま
せんのでご注意ください。
開設場所●大曲税務署2階 会議室（大仙市大曲上栄町）
　　　　　※会場に駐車場はありますが、期間中は混雑が
　　　　　　予想されますので公共交通機関等をご利用
　　　　　　ください。
開設期間●2月17日㈪～ 3月16日㈪
　　　　　午前9時～午後5時
　　　　　※相談案内は午後4時まで。
　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。
そ の 他●・会場はたいへん混雑しますので、開設時間内
　　　　　　に申告書を作成できるようなるべくお早めに
　　　　　　お越しください。
　　　　　・混雑状況により、長時間お待ちいただく場合
　　　　　　がありますのでご了承ください。
　　　　　・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
　　　　　　ナー」では、ご自宅のパソコンやスマートフォン
　　　　　　を利用して申告書を作成することができます。
　　　　　　こちらもご活用ください。
■国税の納付は電子納税で！
源泉所得税を毎月納付している方は便利な「ダイレクト

納付」をご利用ください。詳しくはe-Taxホームページ（https:
//www.e-tax.nta.go.jp）内の「納付（電子納税をご利用
の方）」をご覧ください。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　あいさつや自己紹介など、簡単な手話を体験してみません
か？ぜひご参加ください。
日　　時●2月6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）2階 会議室（大仙市大曲上栄町）
参 加 料●無料
　　　　　※テキスト代も無料ですが、交通費等は自己負
　　　　　　担となります。
定　　員●15名
申込方法●電話で下記へお申し込みください。
申込期限●2月5日㈬

　福祉学科はこれまで社会福祉士や精神保健福祉士を養成
してきましたが、近年は病院等の医療機関に就職し活躍する
ケースが数多く見られます。このたび、本学の使命・目的にあ
る保健・医療・福祉領域を担う人材養成を明確に示すことが
できることから、学科名称を「医療福祉学科」へ変更します。
　公務員（福祉職）や保育士（一次試験対策等）などの多彩
な資格取得支援も一層充実するほか、キャンパスは秋田市と
大館市から選択することができます。詳細は本学ホームペー
ジ（https://www.well.ac.jp）をご確認のほか、下記までお
気軽にお問い合わせください。

美郷町民ユニカール大会の参加者を募集します

令和元年分の確定申告と納税はお早めに！

秋田看護福祉大学
福祉学科の名称を医療福祉学科へ変更します

秋田県立大学
科目等履修生・聴講生を募集します

県民向け手話教室を開催します

日本語指導者を目指す人および指導力向上を
目指す人のための日本語講座を開講します

大仙市教育委員会生涯学習課
☎0187（63）1111（内線339） FAX 0187（63）7131

申・問
秋田県仙北地域振興局 福祉環境部
☎0187（63）3403

問

秋田看護福祉大学 事務部 事務課 入試係
☎0186（45）1713

問

美郷町総合型スポーツクラブ事務局
☎0187（86）8300

申・問

秋田県立大学 秋田キャンパス ☎018（872）1500

秋田県立大学 本荘キャンパス ☎0184（27）2100

申・問

大曲税務署  ☎0187（62）2191

※確定申告のご相談・ご質問は「0」を選択
※大曲税務署への直接のお問い合わせは「2」を選択

申・問
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