
警察官・警察行政職員の募集

受 付 期 間●5月9日㈪～6月3日㈮
第1次試験日●7月10日㈰
第2次試験日●8月上旬および8月下旬
受 験 資 格●昭和62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9日㈪～5月24日㈫
第1次試験日●6月19日㈰
第2次試験日●7月中旬および8月上旬
受 験 資 格●・昭和63年4月2日から平成13年4月1日
　　　　　　　までの間に生まれた方（学歴制限なし）
　　　　　 ・平成13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）

●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・所持品は目立つ色にする

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

山菜採りの遭難防止
　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。

問い合わせ

■ＯＡビジネス科
パソコンの基礎、Word、Excelの操作方法など
6月30日木～9月29日木
午前9時～午後3時50分
㈱しすてむ工房（横手市外目字大谷地）
求職中の方
15名
※定員の半数に満たない場合、中止する場合が
　あります。
無料（テキスト代別途）
下記へお申し込みください。
6月6日月
※受講するにあたり下記の日程で面接と筆記試
　験を行います。
6月10日金 午後1時～
㈱しすてむ工房　※筆記用具持参
※一定の要件を満たす場合、訓練期間中に給付
　金を受けられる制度があります。詳しくは、下
　記ハローワークへご相談ください。

5月7日土　午後2時～午後4時
美郷町中央ふれあい館（野中字下村）
歴史講話（美郷町の話題もたくさん）
伊藤 武士 氏（元横手市史編さん推進員）
今だから話そう「横手市史」づくりを
～旧仙南人大奮闘、今も活動中～
・申込は不要です（どなたでも参加可能）。
・マスク着用などの感染防止対策にご協力くだ
さい。
・新型コロナウイルス感染症などにより中止とな
　る場合があります。

　美郷町にお住まいの皆さんをブラウブリッツ秋田のホーム
ゲームに無料で招待します。当日はたくさんのグルメとスタ
ジアムイベントをお楽しみいただけます。ぜひ、この機会にサ
ッカー観戦をお楽しみください！

5月21日土
開場：午前11時30分　試合開始：午後2時
ソユースタジアム（秋田市八橋運動公園）
東京ヴェルディ
右記QRコードを読み込み、必要
事項を記入のうえ、お申し込みく
ださい（先着200名）。
5月16日月　午後11時59分

訓練内容
日　　時

会　　場
対 象 者
定　　員

受 講 料
申込方法
申込期限

選考日時
選考会場

日　　時
会　　場
内　　容
講　　師
演　　題

そ の 他

求職者支援訓練を実施します

六郷史談会
春の研修会を3年ぶりに開催します

「ブラウブリッツ秋田」の試合に
無料でご招待！

日　　時

会　　場

申込期限

対戦相手
申込方法

ブラウブリッツ秋田　☎018（874）9777

URL https://blaublitz.jp/
問

六郷史談会事務局（髙橋）
☎0187（84）0192

問

申 ハローワーク大曲　☎0187（63）0335

問 ㈱しすてむ工房　☎0182（32）7748

自転車の安全利用の促進
～自転車も  乗れば車の  仲間入り～
　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、自転車運転者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。
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　「みさぽーと」では、今話題のニュースポーツ「モルック」の無
料体験を開催しています。ルールが簡単で体力もほとんど必
要のない競技なので、子どもからお年寄りまで誰でも楽しめ
ます。お気軽にご参加ください。
　　　　　5月21日土 午後1時～午後3時
　　　　　美郷町屋内スポーツ館（畑屋字高野）
　　　　　1回当たり1時間程度
　　　　　モルックの説明、実際の道具を使用した競技体験
　　　　　※経験者向けに別メニューも用意しています。
　　　　　どなたでも参加可能（小学校低学年までは保護者
　　　　　同伴）
　　　　　マスク、飲み物、上履き
　　　　　無料
　　　　　5月20日金
　　　　　午前9時～午後5時（月曜日休館）

■第二種電気工事士筆記試験（上期）
【過去問解説】オンライン型

5月18日水、5月19日木の2日間
20名  ※Zoomで参加できる方が対象となります。

■社会人のためのビジネスマナー講習
5月19日木、5月20日金の2日間
10名

■ワード/エクセル講習（入門編）
6月7日火、6月8日水の2日間
10名

■デジタル化支援講習①
　　　　　6月23日木、6月24日金の2日間
　　　　　10名
■JW-CAD基本操作講習

6月29日水、6月30日木の2日間
10名

■共通事項
午前9時～午後4時
大曲技術専門校（大仙市大曲川原町）
現在お勤めしている方
無料（テキスト代は自己負担です）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、
日程変更や中止となる場合があります。

　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。

　厚生労働省では、旧主要戦域等において戦没者を慰霊す
るため、ご遺族を対象とした慰霊巡拝を実施しています。令
和４年度は次の地域で実施予定ですので、参加を希望される
場合は下記へお問い合わせください。

カザフスタン、中国、インドネシア、東部ニューギ
ニア、旧ソ連、ビスマーク諸島、インド、トラック諸
島、ミャンマー、フィリピン、硫黄島

　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。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

6月4日土 午前9時30分～正午
美郷町南ふれあい館(飯詰字北中島)
5月20日金

■第2回
7月9日土　午前9時30分～正午
大仙市大曲交流センター講堂
（大仙市大曲日の出町）
6月24日金

■第3回
8月6日土　午前9時30分～正午
仙北市角館交流センター 多目的ホール
（仙北市角館町中菅沢）
7月22日金

　　　　　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（美の国あきたネット内で「61411」
と検索）よりお申し込みください。

　町と連携協定を結んでいる株式会社龍角散を題材とした
ミュージカル「ゴホン！といえば」が、あきた芸術村わらび劇場
で上演されています。お申し込みやお問い合わせなどは下記
までご連絡ください。

　本協議会は、より良い生活を送るための勉強会などを開催
しています。会員を募集していますので、興味をお持ちの方は
下記へご連絡ください。

料理講習会、EM菌の肥料づくり など
令和４年度 年会費1,700円
※そのほか事業内容により参加費がかかります。

秋田県仙北平野土地改良区　☎0187（62）0180問

日　　時
会　　場
体験時間
内　　容

対　　象

持 ち 物
参 加 料
申込期限
受付時間

日　　時
会　　場
申込期限

実施地域

日　　時
会　　場

申込期限

日　　時
会　　場

申込期限
申込方法

開 催 日
定　　員

開 催 日
定　　員

開 催 日
定　　員

開 催 日
定　　員

開 催 日
定　　員

実施時間
実施会場
実施資格
受 講 料
そ の 他

ニュースポーツ「モルック」を体験してみませんか！

水の事故にご注意ください　

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

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

あきた芸術村予約センター　☎0187（44）3939

✉ gekijyo1@warabi.or.jp

申・問

わらび劇場作品  龍角散Presents
ミュージカル「ゴホン！といえば」が上演されています

活動内容
会　　費

美郷町生活研究グループ協議会（高橋）
☎080（5573）8404

問

美郷町生活研究グループ協議会員を募集します
～新しい仲間づくりをしてみませんか～

戦没者遺族の皆さんへ
慰霊巡拝に参加してみませんか

「仙北地域空き家の無料相談会」を開催します

秋田県仙北地域振興局　地域企画課
☎0187（63）5114

申・問

問 秋田県健康福祉部　福祉政策課 ☎018（860）1318
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