第16回美郷町民バスケットボール大会を
開催します
日
時●12月6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●•美郷町民であること
•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）
•高校生以上
（女子可）
であること
※男子高校生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13日㈮
参 加 料●無料

申

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）
8265 ✉misato-bba@email.plala.or.jp
☎0187
（73）

問

美郷町民サッカー大会（室内の部）の
中止について
開催を予定していた美郷町民サッカー大会
（室内の部）
は、
昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、参加者お
よび運営関係者の感染予防対策を検討しましたが、予防対
策が万全の体制での開催が困難なことから、今年度は中止
とします。ご理解くださいますようお願いします。

問

美郷町サッカー協会 総務委員会 高橋
☎090
（4633）2519

商工会青年部地域応援物産展
「インパルスマルシェ」を開催します

問

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受
けた地域特産品の製造・販売を中心とする県内小規模事業
者等の販路拡大を応援するミニ物産展を開催します。美郷町
の特産品のほか、北秋田市鷹巣「ル・デセール」
や八郎潟町
「畠栄のあんごま餅」
、にかほ市
「松永菓子舗のどら焼き」
など
全県の各商工会青年部が推奨する地域特産品が一堂に会し
ます。県内特産品が集結する貴重な機会ですので、ぜひお越
しください。
日
時●11月8日㈰ 午前10時〜午後4時
会
場●道の駅美郷
（金沢字下舘）

美郷町商工会青年部 ☎0187
（84）0560

全車両完備

抗菌

新型コロナウイルス感染症防止対策
・透明アクリル板 ・光触媒スプレー
・プラズマクラスターイオンNEXT発生機
プラズマクラスタ イオンNEXT発生機

抗ウイルス

いち

に

児童相談所の共通ダイヤル
「189(いちはやく)」
児童虐待は、自分を助けてくれるはずの親からの理
不尽な仕打ちであり、よりどころのない気持ちは子ども
の健全な育成を妨げるとともに、将来にわたり、心に消
えない傷を持ち続けることになります。
これらの虐待は家庭内で発生することが多いため、
表面化しにくいという特徴があります。虐待から子ども
を守るため、
「もしや虐待？」
と思ったときは、児童相談所
または最寄りの警察署まで通報をお願いします。

夕暮れ時と夜間の交通事故防止
昨年、県内で発生した交通事故は、午後5時台の発生
が最も多く、全事故の10.2％を占めています。また、夕
暮れ時から夜間にかけては、道路横断中の交通事故が
多発しています。
ことしの12月1日の日没時間は午後4時16分ですの
で、自動車と自転車を運転する人は、午後4時になった
らライトを点灯しましょう。

運転免許証用の写真について
運転免許証の更新申請をする際に写真を持参される
方がいますが、一定の要件を満たさずにお返しする場
合が少なくありません。写真の要件は、
「申請前6カ月以
内に撮影したもの」
「無帽、正面、無背景でおおむね胸か
ら上が写っているもの」
「大きさが縦3.0cm、横2.4cm
のもの」
「頭上3mm程度の余裕があるもの」
などですの
でご注意ください。

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

花宝堂セレモニーホールみさと

8周年感謝割引セール開催！
！
店内商品15％割引（本など一部商品を除く）
11月1日㈰〜11月30日㈪

美郷観光タクシー
（有）
いち ぜろ いち いち

虐待から子どもを守るために

4時からライト＆ピカッと反射材

美郷町バスケットボール協会 事務局 伊藤
☎090
（4602）3734

消臭

美郷交番からの
お知らせ

いち に

82-1011・84-1212

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！

入会金10,000円のところ
6,000円に割引いたします

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187
（84）1579
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MISATO TOWN INFORMATION
「元気なふるさと秋田づくり」顕彰事業のお知らせ
第9回美郷検定を実施します

申・問 美郷町観光情報センター ☎0187
（84）0110

知れば美郷が好きになる！！
「楽しく学ぼう美郷の歴史」講習会を開催します

美郷町観光情報センター ☎0187
（84）0110

「税を考える週間」が始まります
「税を考える週間」
の期間中は、租税の意義や役割、税務行
政の現状について理解を深めていただくために、集中的にさ
まざまな広報施策を実施します。国税庁ホームページでは
「く
らしを支える税」
をテーマとした特設ページを設けて、国税庁
の各種取り組みについて紹介します。
これらの詳しい内容は、国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）
をご覧ください。
対象期間●11月11日㈬〜11月17日㈫

問

PCB使用照明器具に関する調査を実施します
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秋田県環境整備課 ☎018
（860）1624

秋田県仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課
☎0187
（63）5114

URL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/52746

「OAビジネス科」求職者支援訓練を実施します
訓練日時●12月23日㈬〜令和3年3月22日㈪
午前9時〜午後3時50分
訓練内容●求職者向けとして3カ月間、パソコンのワープロ・
表計算・プレゼンテーションソフトの操作等を学
びます。
対 象 者●求職中の方
定
員●15名
（申込者数が定員の半数に満たないときは
中止となる場合があります）
申込期限●11月24日㈫
受 講 料●無料
（テキスト代は自己負担です）
選考方法●面接、筆記試験など
（筆記用具をご持参ください）
選 考 日●11月30日㈪ 午後1時〜
そ の 他●要件を満たす場合、受講期間中に給付金を受けら
れる制度がありますので下記へご相談ください。

ハローワーク大曲 ☎0187
（63）0335
株式会社しすてむ工房 ☎0182
（32）7748

「手話教室」を開催します
日
会
内
定

申・問

問

昭和52年3月までに建築・改修された事業用建物の照明器具
には、有害なPCBが使われている可能性があります。PCB使用照
明器具は令和5年3月31日までに処分しなければならないため、
秋田県では保有調査を実施します。対象となる建物
（一般家庭は
対象外です）
をお持ちの方は調査へのご協力をお願いします。
調査相談窓口●株式会社秋田県分析科学センター
☎0120
（264）
930
※受付時間:午前10時〜午後4時(平日のみ)

秋田県仙北地域振興局では、主に子育て世代を対象とした
防災啓発事業の
「防災カフェ」
を開催します。楽しみながら、防
災について考えてみませんか？
日
時●①11月15日㈰ 午前10時〜正午
②11月29日㈰ 午前10時〜正午
会
場●①美郷町中央ふれあい館
（野中字下村）
②大綱交流館
（大仙市刈和野）
講
師●柳瀬 わかな 氏
（アナウンサー、防災士）
申込方法●電話または下記URL内よりお申し込みください。
申込期限●各開催日の5日前

申 問

大曲税務署 総務課
☎0187
「2」
を選択してください。
（62）2191 ※音声案内

秋田県仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課
☎0187
（63）5114

「防災カフェ」を開催します！

申・問

問

上記
「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●①11月15日㈰ 午前9時30分〜午前11時30分
②11月22日㈰ 午前9時30分〜午前11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●•美郷町の名所旧跡
（歴史を探る）
•町の歴史
（江戸・明治時代、美郷町のまちづくり）ほか
参 加 料●無料
そ の 他●•受講者には
「わくわく大学」
の資料と美郷検定希
望級の前年問題集をお配りします。
•講習会資料は2日間とも共通のものを使用しま
すが、内容は多少異なります。
•受講は両日でも、1日のみでも可能です。
•申し込みは不要です。

秋田県仙北地域振興局では、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
•地域のための活動に継続的に取り組んでいること
•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2日㈪〜12月10日㈭
応募方法●表彰を受けようとする団体
（自薦・他薦問わず）
・
個人
（他薦のみ）
は、推薦調書を下記へ提出してく
ださい。

申・問

試験日時●12月6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20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30名）
、2級
（定員10名）
、1級
（定員10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25日㈬ ※定員になり次第受付を終了します。

時●11月12日㈭ 午後2時〜午後3時
場●秋田県仙北地域振興局 福祉環境部 2階
会議室
（大仙市大曲上栄町）
容●あいさつや自己紹介など、簡単な手話の体験
員●10名
参 加 料 ● 無料

秋田県仙北地域振興局 福祉環境部
☎0187
（63）3403

