
　わら細工作りに興味や関心がある方に、今回美郷わらの会
会員がわらぞうりの作り方を丁寧に指導します。この機会に
挑戦してみませんか。
日　　時●9月12日㈰　午後1時30分～午後4時
会　　場●美郷町歴史民俗資料館2階　体験活動室
　　　　　（畑屋字高野）
定　　員●先着20名（親子の参加も可）

受験資格●平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生   
　　　　　まれた方で高校、中等教育学校、短期大学を卒業
　　　　　した方または令和4年3月31日までに卒業見込
　　　　　みの方（大学を卒業した方または大学を卒業見
　　　　　込みの方は除く）
職務内容●環境事業課に勤務して、廃棄物処理施設の管理
　　　　　運営に係る事務に従事します
採用予定人数●若干名
申込方法●受験申込書に必要事項を記入のうえ、下記まで
　　　　　提出してください(受験案内・申込書は大曲仙北
　　　　　広域市町村圏組合事務局管理課で交付している
　　　　　ほか、同組合ホームページ（https://www.os-
　　　　　kouiki.org)からダウンロードできます)。
申込期間●9月1日㈬～10月8日㈮
　　　　　午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　※郵送の場合は10月8日(金)の消印有効
■第1次試験
　試 験 日●10月24日㈰
　会　　場●大仙市大曲交流センター(大仙市大曲日の出町)
　試験科目●高校卒業程度の教養試験、適性検査
■第2次試験
試 験 日●12月10日㈮
　※詳細については第1次試験合格者に文書で通知します。

募集住宅●県営船場町住宅（大仙市大曲船場町）
募集戸数●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●23,100円～　入居可能日●10月1日㈮
募集期間●9月1日㈬～9月10日㈮
入居条件●単身不可、住宅困窮状況、所得など
　※入居希望者がいない場合、翌月引き続き募集します。

9月30日㈭をもちまして、JA秋田おばこの「美郷町役場ＡＴ
Ｍ」は営業を終了することとなりました。長らくのご愛顧、誠に
ありがとうございました。ご利用いただいていたお客様には
大変ご不便をおかけしますが、最寄りのＡＴＭで、引き続きご
利用いただきますようお願いします。
営業終了日時●9月30日㈭　午後3時
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秋の全国交通安全運動
急がずに マナーとゆとりで 交通安全

きのこ採り遭難防止
きのこ採り 一人で出かけず グループで
　昨年、１２件１２人の山菜採り遭難が発生しており、この
うち１１人が６５歳以上の高齢者でした。
　また、高齢者のうち９人が一人で入山していました。普
段通い慣れた山でも迷うことがありますので、十分に気
を付けてきのこ採りをしてください。

　例年、秋口から年末にかけて、夕暮れ時・夜間の交通事
故だけではなく、飲酒運転による交通事故も増加する傾
向にあります。「交通事故を起こさない」「交通事故に遭わ
ない」ためにも、交通ルールをきちんと守りましょう。

JA秋田おばこ
「美郷町役場ＡＴＭ」廃止のお知らせ

令和4年度大曲仙北広域市町村圏組合職員
（初級職）採用試験のお知らせ

秋田おばこ農業協同組合千畑支店 ☎0187（85）4111問

県営住宅の入居者を募集しています

９月２１日（火）～９月３０日（木）

９月３０日㈭は「交通事故死ゼロを目指す日」です

上空から見て最も目立つ色は白色です

“自分に限って”という油断は禁物です！
安全はあなたの心構えから！！

大曲仙北広域市町村圏組合事務局管理課
☎0187（62）5187

申・問

秋田県仙北地域振興局  建設部建築課
☎0187（63）3113

申・問

わらぞうり作りを体験してみませんか？

美郷町住民活動センター ☎0187（84）4922申・問

■万が一遭難した場合は・・・
捜索のヘリコプターを見つけたら、まずは見通しの良

い場所に移動し、着衣・雨具・白いタオルなどを振って居
場所を知らせましょう。

運動期間

お彼岸セール

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）1579

セレモニーホールみさと
美郷町唯一の葬儀会館

※生花・花環・ギフト・書籍はセール除外品です。

9/18㈯～9/26㈰ 午前8時～午後5時
お彼岸セールおおおおおおおおおおおおおおおおおお彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸岸セセセセセセセセセセセセセセセセセセーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルル

花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）157

セレモニーホールみさ

※生花・花環環 ギフ・ギフト書ト・書籍籍はセール除ル除外品です。生花 花環環環 ギギギギギギギギギ 書ト書ト書ト 籍籍籍はセ籍はセ ル除除除ル除外品です

9/18㈯～9/9/9/2626266㈰㈰ ㈰㈰㈰㈰㈰㈰㈰ 午前午前午前午前午前午前午前午前午前8時8時8時8時8時8時8時時時時時時時時時時～午午後5時
店内商品10%引き

イフ会員入会金割引キャンペーン中
10,000円のところ6，000円に！

感染症
予防対策
実施中

ご遺体
安置室
完備!!
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　秋田県では、県内就職希望者などを対象とする就職イベン
ト「第2回オンラインAターンフェア」を開催します。当日は、
「オンラインAターンフェア」特設サイトにおいて、県内企業、
市町村および関係団体が個別に面談を行います。
日　　時●9月26日㈰　午後1時～午後5時
内　　容●県内企業や市町村などと県内就職・移住を希望
　　　　　する方との個別オンライン面談
対 象 者●県内就職を希望する方（一般・学生、県外在住・県
　　　　　内在住かは問いません）
参加方法●参加にあたっては予約が必要です。特設サイトか
　　　　　ら予約を行ってください（当日予約も可能です）。
そ の 他●オンライン面談には「Zoom」を使用します。参
　　　　　加者各自でご準備ください（パソコン、スマート
　　　　　フォンいずれでも可能です）。

　令和3年度国営・県営事業および当土地改良区維持管理事
業に伴い、下記のとおり長期断水となります。断水期間中は
地域の皆さまにご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
断水①
期　　間●9月10日㈮～11月18日㈭
対象施設●5号幹線用水路（支用25号、26号）
■主な工事内容
・国営施設の耐震性調査（丸子川頭首工）

　　・水利施設の機能診断調査（5号幹線用水路）
　　・福辺内川5号（支用25号取り入れ）ゲート塗装等整備
　　 補修
断水②
期　　間●9月10日㈮～12月22日㈬
対象施設●1号幹線用水路（支用14-1号、14-2号、15号、16
　　　　　号、17号、18号、20号、21号、直分18-1号、22号）
　■主な工事内容
　　・小水力発電施設の設置工事（太田斉内地区）
　　・1号幹線用水路ゲート類塗装等整備補修（5号から8号
　　 調整工）
　　・水路側壁洗浄および水路内堆積物の除去
　　・用水管理システム機器の部品交換、無線局の無線機更新
　　・ゲート、除塵機等機械設備および電気設備の点検整備

　親子でアウトドア体験を楽しみながら、災害時に役立つス
キルを身に付けてみませんか。期限までお申し込みのうえ、
ぜひご参加ください。
日　　時●10月9日㈯　午後1時～午後3時
会　　場●美郷町大台野広場（千屋字大台野）
講　　師●日本赤十字秋田短期大学　及川 真一 氏
申込期限●9月28日㈫　※先着30名
申込方法●電話または「美の国あきたネット」内の申し込み
　　　　　フォームによりお申し込みください（「美の国あき
　　　　　たネット」内で「59259」と検索）。

■“「オリジナルランプシェード」を作ろう”を開催します
　自然素材の葉っぱを使って、オリジナル作品を作ってみませ
んか。灯りをつけると葉っぱが浮かび上がり、和紙からこぼれ
る癒しの光をお楽しみください。
日　　時●9月11日㈯　午後1時30分～午後3時30分
定　　員●先着20名　※申し込みが必要です。
受付時間●午前9時～午後5時（月曜日休館）
会　　場●美郷町住民活動センター（畑屋字街道東）
参 加 料●300円　　持 ち 物●マスク、飲み物
そ の 他●どなたでも参加可能ですが、小学校低学年以下
　　　　　　の方は保護者同伴となります。
■「ドッヂビー」無料体験会を実施しています
「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できます。
募集期間●9月1日㈬～9月30日㈭
受付時間●午前9時～午後5時（月曜日休館）
　　　　　　※申し込みが必要です（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）

受験資格●昭和61年4月2日以降に生まれた方で、次の資格
　　　　　を所有していること（いずれも令和4年3月中に
　　　　　取得見込みの方も可）
　　　　　・介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、看護
　　　　　 師免許（准看護師免許も可）のいずれかの資格
　　　　　・普通自動車運転免許（AT限定も可）
募集人数●１名　　試 験 日●11月28日㈰
受付期間●11月1日㈪～11月19日㈮　必着
募集案内●ホームページ（http://www.misatocho-shakyo.
　　　　　or.jp）またはハローワーク大曲（☎0187（63）03
　　　　　35）でご確認ください。
採用予定日●令和4年4月1日㈮

■エクセルレベルアップ講習（中高年対象）
開 催 日●10月6日㈬、10月7日㈭の2日間 定員●10名
■パワーポイント講習
開 催 日●10月25日㈪、10月26日㈫の2日間 定員●10名
■AutoCAD操作術（基本編）
開 催 日●10月28日㈭、10月29日㈮の2日間  定員●10名
■共通事項
実施時間●午前9時から午後4時まで
実施会場●大曲技術専門校（大仙市大曲川原町）
実施資格●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。

MISATO TOWN INFORMATION 

みさぽーとからのお知らせ

公益財団法人秋田県ふるさと定住機構 
☎018（826）1731

問

秋田県仙北平野土地改良区 管理課
☎0187（62）0180

問

秋田県仙北平野土地改良区管内 
用水路の長期断水について

秋田県仙北地域振興局 地域企画課
☎0187（63）5114

申・問
大曲技術専門校 民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

NPO法人みさぽーと ☎0187（84）4922申・問

オンラインAターンフェアが開催されます

「親子アウトドア防災教室」を開催します

社会福祉法人美郷町社会福祉協議会の
正職員を募集します

美郷町社会福祉協議会 総務課 ☎0187（85）2294問

10月開催予定の在職者訓練について
お知らせします
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