
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

自転車の安全利用の促進

警察官・警察行政職員の募集

自転車も  乗れば車の  仲間入り

水の事故にご注意ください　

　自転車は車道を通行するのが原則で、歩道を通行する
場合には、歩行者を優先して車道寄りを徐行しましょう。
　また、自転車は車両となります。酒酔い運転や信号無
視などの悪質・危険な違反行為は検挙されるほか、繰り
返し行った場合は、自転車運転講習を受ける義務が課せ
られます。
　自転車に乗る際は交通ルールとマナーを守り、安全に
利用しましょう。

受 付 期 間●5月10日㈪～6月4日㈮
第1次試験日●7月11日㈰
第2次試験日●8月上旬および8月下旬
受 験 資 格●昭和61年4月2日以降に生まれ、大学を卒
　　　　　 業または卒業見込みの方

受 付 期 間●5月6日㈭～5月21日㈮
第1次試験日●6月20日㈰
第2次試験日●7月中旬および8月上旬
受 験 資 格●・昭和62年4月2日から平成12年4月1日
　　　　　　　までの間に生まれた方（学歴制限なし）
　　　　　 ・平成12年4月2日以降に生まれ、大学を
　　　　　　 卒業または卒業見込みの方

警察官Ａ（1回目）

警察行政職員（大学卒業程度）

問 秋田県仙北平野土地改良区　☎0187（62）0180

　美郷町、大仙市、仙北市に空き家をお持ちの方を対象とした
「空き家の無料相談会」を開催します。業界団体と行政が連携
して空き家の相談にお応えします。空き家の所在に関係なく、
どちらの回にもお申し込みできますので、ぜひご参加ください。
■第1回
日　　時●6月5日㈯　午前9時30分～正午
会　　場●大仙市大曲交流センター 講堂

　　　　　　(大仙市大曲日の出町)
申込期限●5月21日㈮
■第2回
日　　時●7月3日㈯　午前9時30分～正午
会　　場●仙北市角館交流センター 第1・第2研修室
　　　　　　(仙北市角館町中菅沢)
申込期限●6月18日㈮
■第3回
日　　時●8月7日㈯　午前9時30分～正午
会　　場●美郷町南ふれあい館 2階(美郷町飯詰)
申込期限●7月23日㈮
　申込方法●下記への電話または来所、「美の国あきたネッ
　　　　　　ト」内の申込フォームよりお申し込みください。
　　　　　　（「美の国あきたネット」内で「38369」と検索）

■無料法律相談
　金銭・土地建物・交通事故・相続などの法律問題について、
秋田弁護士会所属の弁護士が相談に応じます。
日　　時●5月25日㈫　午前10時～午後3時30分
会　　場●アトリオン7階
　　　　　（秋田市中通）
募集人数●16人（予約制、先着順）
申込受付●5月10日㈪～ 5月20日㈭
　　　　　電話により受付（①申込みの行事、②氏名、③人数、
　　　　　④連絡先をお聞きします）
■三庁（裁判所・検察庁・法務局）見学ツアー
日　　時●5月26日㈬　午後1時30分～午後4時
集合場所●秋田地方検察庁
　　　　　（秋田市山王）
募集人数●20人（予約制、先着順）
申込受付●5月10日㈪～ 5月20日㈭
　　　　　電話により受付（①申込みの行事、②氏名、③人数、
　　　　　④連絡先をお聞きします）

　当土地改良区では、冬期間も施設維持用水として水路へ
水を流していましたが、農業用水としての利用が始まる5月上
旬より、水量が多く、流れも非常に速くなることから、水の事
故についてこれまで以上の注意が必要となります。
　つきましては、水難事故を防止するため、農業用用排水路
および頭首工（河川をせき止めている施設）・河川からの取水
口・ため池等の危険箇所には近づかないようにしましょう。

法律相談と三庁見学ツアーに関するお知らせ

秋田地方・家庭裁判所事務局総務課庶務係
☎018（803）0181

申・問

秋田県仙北地域振興局　地域企画課
☎0187（63）5114

申・問

屋外ウォーキングの参加者を募集します「仙北地域空き家の無料相談会」を開催します

　いよいよ山菜採りのシーズンに入ります。次のことに
注意して遭難防止に努めましょう。

山菜採りの遭難防止

●一人で山に入らない　　
●家族に行き先を告げる
●知らない山に入らない  
●携帯電話を持つ
●服装・所持品は目立つ色で

28広報2021.5



■アーク溶接特別教育講習会
講 習 日●6月7日㈪～6月9日㈬の3日間
受 講 料●12,000円（テキスト代含む）
申込期限●5月14日㈮
定　　員●15名　
申込方法●電話にて下記まで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。
※美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

■第二種電気工事士筆記試験準備講習①「電気理論等」
講 習 日●5月11日㈫、5月12日㈬の2日間
定　　員●20名　　
■ビジネスマナー講習
開 催 日●5月13日㈭、5月14日㈮の2日間
定　　員●10名　　
■第二種電気工事士筆記試験準備講習②「配線図等」
開 催 日●5月17日㈪、5月18日㈫の2日間
定　　員●20名　　
■ワード/エクセル初級講習
開 催 日●6月7日㈪、6月8日㈫の2日間
定　　員●10名　　
■ＪＷ-ＣＡＤ基本操作講習
開 催 日●6月24日㈭、6月25日㈮の2日間
定　　員●10名　　
■共通事項
実施時間●午前9時～午後4時まで
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の感染拡大等により日程
　　　　　　変更や中止となる場合があります。

訓練期間●7月2日㈮～12月24日㈮
訓練時間●午前9時30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15名）
　　　　　②ビル管理技術科（定員15名）　　　　　
受 講 料●無料（テキスト代は自己負担です）
募集期間●4月23日㈮～5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。

■「ドッヂビー」無料体験会を随時実施中
　「みさぽーと」では、室内で気軽に楽しめるニュースポーツ
「ドッヂビー」を使ったオリジナルゲームの無料体験会を開催
中です。軽くて柔らかいディスクを使って「大人」から「子ども」
まで安心して楽しめるスポーツです。ご家族、お友達などお誘
いのうえ、気軽にお申し込みください。なお、三密にならない
よう注意しながら体験していただきます。
　募集期間●5月1日㈯～5月30日㈰
　受付時間●午前9時～午後5時（月曜日休館）
　　　　　　※事前申込み（希望日の5日前まで）
会　　場●美郷町住民活動センター（畑屋字街道東）
■美郷町歴史民俗資料館
　案内ボランティア（ガイド）を募集しています
業務内容●・歴史民俗資料館への来館者に、館内の展示内
　　　　　　　容などを解説していただきます。
　　　　　　・美郷町内の歴史を学ぶことができます。
　　　　　　・合同研修や個人研修も行っていて、スタッフ
　　　　　　　が丁寧に解説、指導します。

開催日時●7月9日㈮　午前10時～午後12時30分
開催場所●秋田市文化会館（秋田市山王）
競技種目・定員・対象者●

　※定員に達し次第締め切ります。
参 加 料●無料（会場までの交通費は、選手・介助者が公共交
　　　　　通機関を利用した場合に限り、実費相当額を主
　　　　　催者が負担します）
申込期限●5月20日㈭必着
そ の 他●大会は無観客開催とし、式典等は行いません。新
　　　　　型コロナウイルスの感染拡大等により中止とな
　　　　　る場合があります。

　人事・労務、就業規則、雇用関係助成金に関することなどに
ついて、社会保険労務士が無料で相談に応じます。また、オン
ラインでの相談も行っています。
受付時間●平日　午前9時～午後5時

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　受講生支援室　☎018（873）3178

問

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
秋田支部　高齢・障害者業務課　☎018（872）1801

問

秋田働き方改革推進支援センター
無料電話相談について　

大曲仙北職業訓練協会
講習会のお知らせ

5月、6月開催予定の
在職者訓練についてお知らせします

第20回
秋田県障害者技能競技大会を開催します

MISATO TOWN INFORMATION 

公共職業訓練生を募集します

大曲技術専門校　民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

株式会社美郷の大地の臨時職員を募集します

問 大曲地域職業訓練センター　☎0187（62）1726

NPO法人みさぽーと　☎0187（84）4922

美郷町歴史民俗資料館・佐々木毅記念館
☎0187（88）8706

申・問

秋田働き方改革推進支援センター
 ☎0120（695）783 ☎018（865）5335

問

みさぽーとからのお知らせ

ワード・プロセッサ
表　計　算
喫茶サービス
ビルクリーニング
木　　工
縫　　製

パソコンデータ入力

種　目
10名
10名
18名
18名
4名
8名
10名

1
2
3
4
5
6
7

定員 対象者

身体、知的、精神
障害者

知的障害者
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