県営住宅の入居者を募集しています
美郷町民相撲大会の出場選手を募集します
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●8月3日㈪〜8月11日㈫
入居可能日●9月1日㈫
入居条件●住宅困窮状況、所得など
※詳細については秋田県ホームページをご確認
いただくか、下記までお問い合わせください。

問

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課
☎0187
（63）3113

自衛官を募集しています
■自衛官候補生
応募資格●採用予定月の1日現在で、18歳以上33歳未満
の方
試 験 日●9月18日㈮、9月19日㈯のいずれか1日
応募期限●9月10日㈭
■一般曹候補生
応募資格●採用予定月の1日現在で、18歳以上33歳未満
の方
試 験 日●9月18日㈮〜9月20日㈰のいずれか1日
応募期限●9月10日㈭

問

自衛隊秋田地方協力本部 大仙地域事務所
☎0187
（63）1313

大曲仙北職業訓練協会 講習会のお知らせ
■小型車両系建設機械特別教育
（3ｔ未満）
講習会
講 習 日●10月13日㈫、10月14日㈬の2日間
受 講 料●16,000円
（テキスト代を含む）
申込期限●9月15日㈫
定
員●15名
■高所作業車特別教育
（10ｍ未満）
講習会
講 習 日●10月19日㈪、10月20日㈫の2日間
受 講 料●16,000円
（テキスト代を含む）
申込期限●9月23日㈬
定
員●15名
■共通事項
申込方法●電話で下記へお申し込みください。受講を希望
する方には後日、申込書と受講案内を送付します。
そ の 他●美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

申・問 大曲地域職業訓練センター ☎0187
（62）1726

美郷町唯一の葬儀会館

美郷交番からの
お知らせ
特殊詐欺の被害防止のために
絶対にキャッシュカードは渡さない
県内では、警察官などを名乗って家庭を訪問し、受け
取ったキャッシュカードを封筒に入れてすり替える詐欺事
件が発生しています。
「詐欺グループから押収した名簿にあなたの名前があ
りました」
「お客さまのキャッシュカードは交換しないと使
えなくなりました」
などといった電話が掛かってきたら、警
察に通報してください。

この人を知りませんか？
皆さまの情報をお寄せください
秋田県警察では、身元が判明していないご遺体につい
て、広く情報を求めています。皆さまの身近な人に、
「突然
行方が分からなくなった」
「長い間連絡がとれず安否が分
からない」
など心配な方はいませんか。
秋田県警察ホームページには、亡くなられた方の衣類
や所持品、身体的特徴、似顔絵などの情報を掲載していま
す。この情報には、
トップぺージから
「情報提供窓口」
「身元
確認捜査にご協力を」
の順番でアクセ
スできるほか、次のＱＲコードを読み取
ることでもアクセスできますので、掲
載情報に関してお心当たりのある方は、
大仙警察署もしくは最寄りの交番、駐
在所にご連絡をお願いします。

夏における交通安全運動
急がずに マナーとゆとりで 交通安全
運動期間●8月1日
（土）〜8月10日
（月・祝）
本格的な行楽期を迎えるにあたり、例年、開放感から
「スピ ドの出し過ぎ」
「飲
「スピードの出し過ぎ」
や
「飲酒運転」
に伴う事故が多発す
るほか、ことしはバイクの重
大事故が増加しています。
県民一人ひとりが交通安
全について高い意識を持ち、
交通ルールの遵守と交通マ
ナーの向上に努めましょう。

セレモニーホールみさと
葬儀のことなら、
まかせて安心！
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!!

お盆セール開催中
お盆セ
お
盆セール
ル開催中
開 催 中！

イフ会員
募集中!!

８/１㈯〜8/16㈰まで！午前8時〜午後5時
店内商品15%引き
（広報を見たと言ってください）
※花環・生花・ギフト・書籍はセール除外品です。

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187
（84）1579

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
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美郷町野球大会 年齢別部門360歳野球大会の
出場チームを募集します
日

美郷町体育協会事務局
（美郷町総合体育館リリオス内）
申
8300 FAX0187
☎0187
（86）
（86）8033
問 美郷町野球連盟 髙橋 ☎090
（7931）4480

美郷創業塾2020を開催します！
ことしも
「美郷創業塾」
を開催します。幅広い世代で
「創業意
欲」
のある方のご参加をお待ちしています。
日
時●9月12日㈯ 午前8時50分〜午後4時
9月13日㈰ 午前9時〜午後4時10分
会
場●美郷町中央行政センター
（六郷字上町）
講
師●トータルサポートスクールリード学舎
代表 阿部 浩美 氏
受 講 料 ●4,000円
定
員●9名
申込期限●8月21日㈮

申・問 美郷町商工会 ☎0187
0560
（84）

「Ａターンフェアin秋田」を開催します
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255
Ａターンプラザ秋田 ☎0120
（122）

0180
秋田県仙北平野土地改良区 総務課 ☎0187
（62）

9月開催予定の在職者訓練についてお知らせします
■マシニングセンタプログラミング初級編
開 催 日●9月3日㈭、9月4日㈮の2日間
実施時間●午前9時〜午後4時
定
員●5名
■エクセル初級講習
（中高年対象）
開 催 日●9月7日㈪、9月8日㈫の2日間
実施時間●午前9時〜午後4時
定
員●10名
■第一種電気工事士筆記試験準備講習
開 催 日●9月9日㈬〜9月11日㈮の3日間
実施時間●午前9時〜午後5時
定
員●20名
■第二種電気工事士筆記試験
（下期）
準備講習
開 催 日●9月16日㈬〜9月18日㈮の3日間
実施時間●午前9時〜午後5時
定
員●10名
■2級電気工事施工管理技士試験準備講習
開 催 日●9月29日㈫、9月30日㈬の2日間
実施時間●午前9時〜午後4時
定
員●10名
■共通事項
実施会場●大曲技術専門校
（大仙市大曲川原町）
受講資格●現在お勤めしている方
受 講 料●無料
（テキスト代は自己負担です）
そ の 他 ●新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点
から中止となる場合があります。

申・問

問

日
時●8月12日㈬ 正午〜午後3時
会
場●秋田拠点センター アルヴェ(秋田市東通仲町)
対 象 者●秋田県内での就職を希望するすべての方、
または
そのご家族や知人の方
そ の 他●・開催までの間に緊急事態宣言
（相当含む）
が発令
された場合は中止とします。
・入場時は体温測定と手指消毒を行っていただ
きます
（体温が37.5℃以上の方は入場不可）
。
・マスクを必ず着用してください。

募集職員●一般事務および施設管理業務 若干名
受験資格●平成3年4月2日から平成15年4月1日までの間
に生まれ、高校以上を卒業した方または令和3年
3月までに高校を卒業する見込みの方
申込期間●8月24日㈪〜10月9日㈮
午前8時30分〜午後5時
（土・日曜日、祝日を除く）
※郵送の場合は10月9日㈮の消印有効
第1次試験●10月25日㈰
第2次試験●詳細は第1次試験合格者に通知します。
その他詳しくはホームページ
（https://senpei.jp）
をご確
認いただくか、下記へお問い合わせください。

問

時●9月6日㈰ 午前8時〜
※予備日：9月13日㈰、9月20日㈰
会
場●美郷町野球場(六郷東根字北明田地)
参加資格●①美郷町民であること
②昭和56年4月1日以前に生まれていること
(数え年40歳以上)
③参加料を納めていること
④背番号が異なるユニフォームを着用すること
（色は問いません）
参 加 料●7,000円
申込期限●8月23日㈰
組合せ抽選会●8月26日㈬ 午後7時〜
会場：美郷町中央ふれあい館(野中字下村)
その他詳しくは下記までお問い合わせください。

秋田県仙北平野土地改良区
職員採用試験（令和3年4月採用）のお知らせ

大曲技術専門校 民間訓練支援室
☎0187
（62）6321

