佐藤 成孝さん
▶日 時 10月20日㈫
午後６時30分〜午後７時30分
空家公営住宅の
ハワイアンダンス教室の
▶会
場
町民センター２階
いずみ
入居者を募集します
受講生を募集
▶対 象 小学生〜一般
▶申込資格
小学校６年生までのお子さんを対象に、 ※参加は無料です。参加を希望される場合
・月額所得15万８千円以下の方
ハワイアンダンス教室を開催します。
は、下記お問い合わせ先までご連絡くだ
・同居家族がいて住宅に困窮されている方 ▶日 時 10月21日㈬、11月11日㈬
さい。
申・問 町教育委員会生涯学習課（☎852・
・申込者と同居親族が暴力団員でないこと
（全２回） ▪
●矢場崎住宅 １号
午後６時〜午後６時45分
4411）
・住
所 五城目町川崎字宮花10−23
▶会 場 馬川地区公民館
・構
造 木造平屋建
（２LDK）
･築35年 ※畳の上で裸足で行います。小さいお子さ
秋田働き方改革推進支援センター
・家賃月額 9,800円〜14,700円
んには、保護者の付き添いをお願いしま
無料出張相談会
●矢場崎住宅 ３号
す。
・住
所 五城目町川崎字宮花10−24
※受講料は無料です。運動のできる服装で
就業規則の作成方法、労務管理全般の相
・構
造 木造平屋建
（２LDK）
･築35年
お越しになり、飲み物は持参でお願いし 談、雇用関係助成金の活用などについて、
・家賃月額 9,800円〜14,700円
ます。
社会保険労務士が無料でご相談に応じま
申・問 馬川地区公民館（☎855・1175）
●矢場崎住宅 ５号【身体障害者専用住宅】 ▪
す。
・住
所 五城目町川崎字宮花10−35
▶日 時 10月27日㈫
・構
造 木造平屋建
（２LDK）
･築35年
午後１時〜午後４時
友愛館イベント情報
・家賃月額 9,800円〜14,700円
▶会 場 湖東３町商工会 五城目本所
●新広ケ野住宅 11号
※事前予約制となります。相談日の前日ま
・住
所 五城目町高崎字広ケ野148
◉タイルクラフト教室
でに下記へ電話でお申し込みください。
申・問 秋田働き方改革推進支援センター
・構
造 木造平屋建
（３LDK）
･築28年 ▶日
時 10月13日㈫
▪
・家賃月額 12,400円〜18,500円
午前９時30分〜正午
（80120・695・783 または
▶必要書類
▶定
員 10人
☎865・5335）
①申込書
▶申込期限 10月７日㈬
②入居しようとする方全員の住民票謄本
▶持 ち 物 おしぼり
秋のスポーツ大会
③所得がある方の最新の所得課税証明書全 ▶材 料 費 １人1,000円
グラウンドゴルフ大会を開催
員分、納税証明書
◉そば打ち教室
▶保証人の書類
▶日
時 11月４日㈬、
11日㈬、
18日㈬
秋のスポーツ大会「グラウンドゴルフ大
①連帯保証人の承諾書
午前10時〜
会」を開催します。
②所得課税証明書
▶定
員 15人（１日５人限定）
ふるってご参加ください。
※入居予定日は11月６日㈮以降になりま ▶持 ち 物 エ プロン、バンダナ、500㎖ ▶期
日 10月10日㈯
す。家賃は所得によって異なります。敷
ペットボトル
（だしを入れます） ▶時
間 午前９時〜
金は家賃の３か月分です。
※材料費の負担あり。
▶会
場 雀館運動公園芝生広場
申・問 町教育委員会生涯学習課（☎852・
※募集期間は10月１日㈭〜14日㈬まで。 ▪
▶参加資格 五城目町民
申込書は町ホームページと役場２階の建
4411）
▶表
彰 １ 位から10位まで賞品を授
設課に準備しています。
与（男性の部、女性の部）。
申・問 町建設課（☎852・5252）
▪
その他、ホールインワン賞、
国際理解講座
抽選でのラッキー賞あり。
〜ことばあそび〜を開催
※10月５日㈪までに、下記までお申し込
町内に在住のタイ・フィリピン・パプア
みください。
申・問 五城目グランドゴルフ協会 三役
ニューギニア・ベトナム・中国出身の方た ▪
ちと一緒に、各国のことばに触れて「こと
または、伊藤昇（☎090・2369・
ばあそび」を楽しんでみませんか。
3906）

募

募

募

募

募
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県内の最低賃金は
時間額792円
10月１日㈭から、秋田県の最低賃金は
２円引き上げられ、「時間額792円」と
なります。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイト
等、県内のすべての労働者に適用され、労
使合意の上であったとしても、最低賃金以
上の賃金を支払わないことは、最低賃金法
違反となります。
詳細は、秋田労働局ホームページまたは
最寄りの労働基準監督署まで。
ホームページは、右のQR
コードからもアクセスできま
す。
問 秋田労働局賃金室（☎883・4266）

募

求職者のための公共職業訓練
受講生を募集

▶訓練期間 1
 2月１日㈫〜令和３年５月
31日㈪（６か月）
▶訓 練 科（定員）
テクニカルオペレーション科（15人）
▶訓練時間 午前９時20分〜
午後３時40分
▶会
場 ポリテクセンター秋田（潟上市）
▶募集期間 10月27日㈫まで
▶受 講 料 無 料（テキスト代等は自己負
担）
▶応募資格 ハローワークに求職申込をさ
れた方で、新たな技術・技能
を身につけて再就職を希望さ
れる方
※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）
。
詳・問 ポ リテクセンター秋田（☎873・
▪
3178）

Ｊアラートの全国一斉
情報伝達訓練を実施
地震・津波や武力攻撃などの発生時に備
え、防災行政無線を使用した情報伝達訓練
を実施します。
▶放送内容 「これは、Ｊアラートのテス
トです」
（３回繰り返し）
「こちらは、防災五城目広報
です」
※最初と最後にチャイムが鳴ります。なお、
Ｊアラートのサイレンは放送しません。
▶日
時 10月７日㈬ 午前11時ころ
※１時間前の午前10時に訓練実施の予告
放送をします。
※全国一斉訓練ですので、五城目町以外の
地域でも様々な手段で情報伝達訓練が行
われます。
問 町住民生活課（☎852・5112）

平成28年町功労者の佐藤成孝さ
ん（雀舘・87歳）が令和２年９月
８日に永眠されました。
佐藤さんは、昭和55年から９期
36年、町議会議員を務め、その間、
建設常任委員長、総務常任委員長、
決算特別委員長等を歴任され、平
成４年からは４年間、町議会議長
を務められるなど、本町自治の進
展に尽力されました。
また、平成22年からは五城目森
林組合の代表理事組合長として、
人材育成をはじめ様々な改革を進
め、森林組合の充実した運営と発
展に尽力し、本町の産業振興に大
きく寄与されました。
謹んで哀悼の意を表します。

10月11日㈰～20日㈫は

「全国地域安全運動を実施」

この運動は、関係機関・団体が連携し、犯
罪を抑止し、安心して暮らせる地域社会の
実現を目指して全国的に行われています。
町防犯協会では、運動期間に合わせて、
「のぼり旗の設置」、大型店などの駐車場の
車の施錠確認「ロックパトロール」などを実
施します。また、10月９日㈮午前９時過ぎ
昨年度、町防犯協会による田町町内会
に町役場前にてキャラバン隊によるメッ 各世帯の防犯診断が、町防犯指導隊、五
セージ伝達式が行われる予定です。
城目警察署の協力のもと行われました。

令和２年飲酒運転等追放競争結果 ８位（全県25市町村）令和２年8月末現在
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