
■小型車両系建設機械特別教育（3t未満）
8月31日水～9月1日木
15名　　　　　　　7月25日月

■高所作業車特別教育（10m未満）
9月15日木～9月16日金
15名　　　　　　　8月4日木

■共通事項
下記へ電話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。
16,000円（テキスト代含む）
美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

　歌と踊りなどの芸能発表だけではなく、作品の展示発表も
行います。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

7月17日日
【展示発表】午前10時～午後4時
【芸能発表】午後1時～午後3時30分
美郷町中央ふれあい館(野中字下村)
無料

【自衛官・一般曹候補生】
9月16日金～9月18日日のうち1日
採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の方
（令和5年3月に高校を卒業見込みの方も含む）
7月1日金～9月5日月

【航空学生】
9月19日月・
空：18歳以上21歳未満
海：18歳以上23歳未満
7月1日金～9月8日木

　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。今年度最後の相談会です
ので、期限までお申し込みのうえ、ぜひご参加ください。

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
下記への電話または来所、「美の国あきたネット」
内の申し込みフォーム（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。
7月22日金

採用フリーダイヤル　☎０１２０（８６３）３１４

警察官・警察行政職員採用試験
　警察官・女性警察官、警察行政職員（高校卒業程度）採
用試験の申込受付が始まります。人の役に立つ仕事がし
たい、秋田県のために働きたいと考えている方は、ぜひ
お申し込みください。
■警察官Ａ・女性警察官Ａ
　（大学卒業または大学卒業見込み）
　第１次試験日◆9月18日㈰
■警察官Ｂ・女性警察官Ｂ（Ａ区分以外）
　第１次試験日◆9月18日㈰
■警察行政職員（高校卒業程度）
　第1次試験日◆9月25日㈰
※いずれの試験区分も申込期間は７月２２日㈮から８月１７
　日㈬までです。
※受験の申し込みは、原則「秋田県電子申請・届出サー
　ビス」からとなります。

夏の交通安全
～子どもと高齢者の交通事故防止～
　７月は「シートベルト・チャイルドシート着用推進運動」の
強調期間です。車に乗っている人を守る大切な「命綱」で
すので、全席必ず着用しましょう。
運動期間◆７月１１日㈪～７月２０日㈬

夏山登山 行き先を告げて 無理をせず
　令和３年は、４９件５４人の山岳遭
難が発生しています。このうち登山
目的の遭難は１４件１７人で、１人が
死亡、４人がけがをしています。
　「自分は大丈夫」とは思わない
で準備を怠らず、登山計画書（登
山届）を管轄する警察署または
警察本部に提出し、安全で楽し
い登山にしましょう。

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

問い合わせ

講習期間
定　　員 申込期限

講習期間
定　　員 申込期限

申込方法

日　　時

会　　場
入 場 料

日　　時
会　　場
申込方法

申込期限

そ の 他
受 講 料

試 験 日

受付期間

受験資格

試 験 日

受付期間

受験資格

美郷町芸術文化協会六郷支部
第36回納涼芸能・展示発表会を開催します

申・問 大曲地域職業訓練センター  ☎0187（62）1726

自衛官採用試験のお知らせ

仙北地域空き家の無料相談会を開催します　

大曲仙北職業訓練協会 講習会のお知らせ

美郷町芸術文化協会六郷支部（小西）☎0187（84）0025

美郷町芸術文化協会 ☎0187（84）4915
問

自衛隊秋田地方協力本部 大仙地域事務所
☎0187（63）1313

問

秋田県仙北地域振興局 地域企画課
☎0187（63）5114

申・問

祝
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　自然の苔や植物などを利用して、オリジナルの「ミニ盆栽」を
作ってみませんか。植物や用土などは準備しています。ぜひご
参加ください。

7月30日土　午前10時～午前11時30分
美郷町住民活動センター（畑屋字街道東）
先着10名
マスク、飲み物など　　　　　　   300円（材料費）
7月15日金
午前9時～午後5時（月曜日休館）

　　　　　10月28日金　午前10時～正午
　　　　　秋田県JAビル（秋田市八橋南）
　　　　　6,000円
　※受験票は申込受付後、8月中旬ころに郵送します。

申請書に必要事項を記入のうえ、美郷町役場建
設課までお申し込みください（申請書は美郷町役
場建設課に備え付けているほか、秋田県下水道
協会ホームページ（http://www.gs-akita.com）
からダウンロードできます）。

　　　　　7月11日月～7月25日月（平日のみ）
■受験者講習会について
　　　　　9月28日水　午前9時30分～午後3時30分
　　　　　美郷町役場本庁舎3階　大会議室

・受講料は上記の受験料6,000円に含まれています。
・テキストとして、日本下水道協会発刊「排水設備
 工事責任技術者講習用テキスト」を各自ご準備く
 ださい。

　※試験・講習会ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大等
　　により開催方法が変更となる場合がありますのでご了承
　　ください。

　全国的に高齢化が進んだことで、介護を必要とする方が増え
ています。より多くの方に介護について知っていただくため、介
護入門的研修会を開催します。介護保険に関する基礎知識の
習得を目的とした講話と実習を行います。興味のある方はぜひ
ご参加ください。

介護未経験で、介護の仕事に興味のある方または
定年退職予定の方、子育てが落ち着いた方、介護
分野に興味のある学生の方、家族の介護に生かし
たい方など
8月2日火～8月4日木
午前8時30分～午後5時10分
大仙市健康福祉会館3階　中会議室
介護保険制度の概要、介護での安全・安楽な体の
動かし方など
7月22日金　　　　　　　無料
詳細は大仙市社会福祉協議会ホームページ
（htｔps://daisen-syakyo.net/）をご覧ください。

【上級消防】平成9年4月2日以降に生まれた方で、大学を
　卒業または令和5年3月31日までに卒業見込みの方
【初級消防】平成13年4月2日以降に生まれた方で、高校を
　卒業または令和5年3月31日までに卒業見込みの方
【初級救命】平成10年4月2日以降に生まれた方で、高校を
　卒業し、救急救命士の国家資格を取得または令和5年3
　月中に実施される救急救命士国家試験受験資格を有す
　る方もしくは受験資格取得見込みの方

　　　　　7名程度
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(申込書は消防本部総務課・消防署・
分署で交付しているほか、ホームページ（https://
www.os-kouiki.org/gyoumu/shoubou)から
ダウンロードできます)。
7月1日金～8月19日金　午前9時～午後4時30分
（土・日曜日、祝日を除く）
※郵送の場合は8月19日金の消印有効

■第1次試験
　　　　　9月18日日　午前9時15分～
　　　　　大綱交流館(大仙市刈和野)

【上級消防】大学卒業程度の地方公務員一般教養
　試験、消防適性検査
【初級消防・初級救命】高校卒業程度の地方公務
　員一般教養試験、消防適性検査

　※第2次試験は10月下旬を予定していますが、詳細につい
　　ては第1次試験合格者に文書で通知します。

7月24日日　午前9時～
大台野多目的運動広場（千屋字大台野）
町民（出身者を含む）、町内事業者勤務者、町協会
登録チームのメンバー
8人制によるリーグ戦またはトーナメント（参加チ
ーム数により決定）
※今大会よりカテゴリー分けはありません。
下記メールアドレスへ「チーム名・登録人数・代表
者氏名・代表者連絡先」を記入のうえ、お申し込み
ください。
7月11日月　　　　　　　無料

　※スポーツ保険加入のため期限を厳守してください。　

支援員・調理員（若干名）、保育士（１名）
事務局またはホームページにある受験申込書に
必要事項を記入のうえ、履歴書と一緒に郵送また
は持参してください。

※申込期間や試験日など、詳細はホームページ（http://
　　www.suikoukai.or.jp/）をご覧ください。

日　　時
会　　場
定　　員

申込期間

持 ち 物 参 加 料

参 加 料

日　　時
会　　場

申込方法

受 験 料

日　　時
会　　場
そ の 他

そ の 他

申込期限
受付時間

日　　時
会　　場
参加資格

募集職種等
申込方法

試合方法

申込方法

申込期限 参 加 料

採用予定人数
申込方法

申込期間

試験日時
会　　場
試験科目

町民サッカー大会を開催します

社会福祉法人水交会職員採用試験のお知らせ

みさぽーと講座「ミニ苔玉盆栽を作ろう」を開催します　

排水設備工事責任技術者資格認定試験のお知らせ　

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部  総務課
☎0187（63）0150

申・問

美郷町サッカー協会（高橋）  ☎090（4633）2519
✉info@misato-fa.com

申・問

「介護入門的研修会」に参加してみませんか

日　　時

対　　象

会　　場
内　　容

申込期限

問 秋田県下水道協会事務局  ☎018（864）1427

申・問 大仙市社会福祉協議会  ☎0187（63）8911 申・問 社会福祉法人水交会本部  ☎0187（73）8225

大曲仙北広域市町村圏組合
消防職員採用候補者登録試験のお知らせ

申・問 NPO法人みさぽーと  ☎0187（84）4922

受
験
資
格
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