
■確定申告期限および納付期限
申告所得税および復興特別所得税、贈与税
納付期限：3月16日㈪
消費税および地方消費税（個人事業者）
　納付期限：3月31日㈫
　※申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による
　　納税のお知らせはありません。
　※納税には便利で確実な振替納税をご利用ください。
　※大曲税務署内会場を利用される方は、午後4時までに
　　ご来場ください。
■振替納税利用の場合の振替日
申告所得税および復興特別所得税（確定分）
　振替日：4月21日㈫
消費税および地方消費税（個人事業者）
　振替日：4月23日㈭
申告所得税および復興特別所得税（延納分）
　振替日：6月1日㈪
　※確実に振替納税ができるよう、事前に預貯金残高をご
　　確認ください。

訓練期間●5月8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●金属加工技術科（定員10名）
　　　　　住宅リフォームデザイン科（定員15名）
受 講 料●無料（テキスト代等は自己負担です）
募集期限●3月27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）

　秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センターが運営する
ウェブサイト（http://akita-boshi.jp/）では、ひとり親家庭
のお母さんなどの就業に関する相談、就業に役立つ技能習
得講習会、就業情報、養育費に関する情報などを検索するこ
とができます。ぜひご活用ください。

　放送大学では現在、令和2年4月入学生を募集しています。
10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で学んでいま
す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など約
300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。
出願期限●3月17日㈫

令和元年分の確定申告と納税はお早めに

公共職業訓練生を募集します

ひとり親家庭のお母さんなどへの情報提供はこちら！

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

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

　「佐川急便」や「日本郵便」などになりすましたメールから、
本物と見分けがつけにくい偽サイトに誘導され、IDやパスワ
ードを盗まれる被害が多発しています。

❶電話に工夫をしましょう
　　留守番電話の設定をしたり、自動録音機を設置するこ
　とが効果的です。
❷身近な人や警察に相談しましょう
　　電話やハガキでお金の話が出たら、すぐに家族・友人・
　警察へ相談してください。
❸家族の絆を強めましょう
　　日ごろから家族でコミュニケーションを取り合い、家族
　の合言葉を決めておきましょう。

運送会社になりすました
メールに注意！

・心当たりがないメッセージは無視する
・信頼できるところからしかアプリはダウンロードしない
・メッセージ内のURLへ安易にアクセスしない
・リンク先のサイトではID、パスワードを入力しない

　お客様宛のお荷物を届けにあがりましたが、
ご不在のため持ち帰りました。下記のリンクから
ご確認ください。http://xxxx…

特殊詐欺の被害防止のために
被害に遭わないよう

家族や近所で話題にしましょう

放送大学秋田学習センター 　☎018（831）1997問

放送大学 入学生募集のお知らせ

秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター
☎018（896）1531　FAX018（866）2166

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

被害に遭わないために
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㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）1579
「広報を見た」と言ってください（花ワ、生花、ギフト、書籍等は除外品です）

セレモニーホールみさと
葬儀のことなら、まかせて安心！

3/14㈯～23㈪ お彼岸セール
店内商品15％割引!!

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!!



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

　美郷町体育協会では、令和元年度にスポーツでご活躍さ
れた方に対し美郷町スポーツ賞を授与します。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。
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：令和2年１月から3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：令和2年1月から3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●3月31日㈫
※障害者スポーツ大会も同様となります。
※お問い合わせいただいた方に、表彰規程とご提出いただ
　く推薦書等の書類を送付します。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。受賞者には後日、授与式の日時等をご連絡します。

日　　時●3月14日㈯　午後1時30分～午後3時45分
　　　　　　　　　　　（開場・受付：午後1時～）
会　　場●大曲市民会館 小ホール（大仙市大曲日の出町）
テ ー マ●医療とスピリチュアルケア「悲しみは力に」
内　　容●講演、弦楽ミニコンサートなど
講　　演●「スピリチュアルペイン …生きる痛みとともに
　　　　　　　　　　　　　～一精神科医の経験から～」
講　　師●精神科医　橋本 誠 氏　　参 加 料●無料
対 象 者●町民、医療・介護・福祉関係者

日　　時●3月7日㈯　午後2時～午後4時
会　　場●角館交流センター 研修室（仙北市角館町中菅沢）
内　　容●「えっ、何もできないって！でもその効用は、すば
　　　　　らしいんだ！」
　　　　　～人生を振り返る人の首尾一貫感覚ＳＯＣ～
講　　師●蒔田 栄 氏（やすらぎプロジェクト代表）
対 象 者●どなたでもご参加いただけます。
参 加 料●100円（お茶代として）

　江戸から昭和の貴重な資料を展示し、美郷町六郷の歴史
的価値を再認識していただくことを目的に開催します。ぜひ
ご来場ください。
日　 時●3月6日㈮～3月10日㈫
　　　　　午前10時～午後5時（最終日は午後2時まで）
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」（六郷字馬町）
そ の 他●・来場された方に六郷商店街で使用できる商品   
　　　　　　券500円分をお配りします（先着100名）。
　　　　 ・3月7日㈯、3月8日㈰は来場された方に喫茶
　　　　　　を振る舞います。

日　　時●3月14日㈯　午後1時30分～午後4時
　　　　　　　　　　　（受付：午後1時～）
会　　場●名水市場湧太郎「國之譽ホール」（六郷字馬町）
内　　容●「六郷のお寺さんに聞く ＰＡＲＴⅢ」
　　　　 ・真宗の歴史　・仏教の二つの流れ
　　　　　（なぜ、六郷に真宗＜一向宗＞のお寺が多いのか）
講　　師●宮野 剛 師（善応寺）、高柳 信 師（真乗寺）
　　　　　枝川 慶悟 師（浄光寺）、相馬 一盛 師（照楽寺）
そ の 他●どなたでもご参加いただけます。申し込みは不
　　　　　要ですので当日会場へお越しください。

　　
県内で国際交流や国際協力・国際理解などの多文化共生

を推進する活動を行う民間の団体を対象に、その事業資金
の一部を助成します。
申請期間●第1期募集 3月1日㈰～3月31日㈫
　　　　　第2期募集 7月1日㈬～7月31日㈮
事業実施期間●
　　　　　第1期募集 4月1日㈬～令和3年3月15日㈪
　　　　　第2期募集 8月1日㈯～令和3年3月15日㈪
助成金額●助成対象経費総額のうち上限8万円
助成回数●同一年度につき一団体1回（同一団体による同一
　　　　　事業に対する助成は３回が限度）
　　　　　※対象者、対象事業、対象経費等の詳細につい
　　　　　　ては下記へお問い合わせください。
　　　　　※申請書については当協会窓口で配布しているほ
　　　　　　か、ホームページ（http://www.aiahome.or.jp）
　　　　　 からもダウンロードできます。

さまざまな理由により親元で生活できない子どもたちが全
国で約4万5,000人、秋田県内には約200人います。現在、9割
は乳児院や児童養護施設で生活しており、残りの1割は里親の
もとで生活しています。
　秋田県では、家庭的な環境で子どもたちを養育する「里親」
の登録者を募集しています。子どもたちの笑顔が増え、幸せと
思える場所へつなげられるよう、子どもへの理解と豊かな愛情
がある方の里親登録をお願いしています。詳しい内容について
は下記へお問い合わせください。

令和元年度美郷町スポーツ賞（後期）
授賞候補者の推薦を募集しています

秋田県子育て支援課家庭福祉班　☎018（860）1344

秋田県南児童相談所　☎0182（32）0500
問

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

やすらぎプロジェクト 蒔田　
☎080（1660）0458

問

大曲厚生医療センター 総務管理課　
☎0187（63）2111

問

美郷町六郷
江戸から昭和の歴史的資料を大展示します

第10回大仙仙北地域・
緩和ケア市民公開講座を開催します

六郷史談会 冬の研修会を開催します

問

ＡＩＡ国際活動助成金募集のお知らせ

六郷史談会事務局　高橋　☎0187（84）0192

事務局　齋藤　☎090（8807）6248

問

（公財）秋田県国際交流協会（ＡＩＡ）☎018（893）5499問

申・問

「やすらぎサロン」を開催します
里親になりませんか　
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