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にかほ市消費生活センター

◆改元に便乗した詐欺被害な
どの消費者トラブルが発生
しています。ご注意くださ
い！
・「天皇陛下の退位を記念し
たアルバムを購入しない
か」等のしつこい電話勧
誘
・注文していないのに皇室に
関するアルバムが届く
・改元で法律が変わるという
通知が実在する団体名(全
国銀行協会等)で届き、
口座番号や個人情報を記
入して返送させる
◆光回線などの電話勧誘を受
けたときは …
・その場ですぐに決めずに、
費用や料金等を十分検討し
ましょう。
・断る時は、あいまいな返事
をせずに、はっきりと断り
ましょう。
悪質商法に困った時は、消
費生活センターへご相談を！
問合先 消費生活センター
☎ ・３０４３
３２

６月は「
食品安全安心月間」
です

負傷者数

ＴＤＫ歴史みらい館主催

㈭

※申込結果は、７月 日 こ
ろまで応募者に郵送します。
申込・問合先 ＴＤＫ歴史み
らい館☎ ・６５８０／
１３

✉

ヨガ＆元気アップ教室②

１１

「
にかほ市クリーンアッ
プ作戦」を実施します

１人

「
エレクトロニクス体験教室」

２０

㈰

清潔で快適な生活を営むに
は、日常生活を通じ家庭・地
域社会、ひいては市全体の生
活環境を清潔で健康的なもの
とし、生活環境の向上を図る
ことが必要です。このため、
市民の理解と積極的な協力・
参加のもと、にかほ市クリー
ンアップ作戦を実施し『環境
美化』『公衆道徳』の高揚を
図ります。
期日 ７月７日

０人

「メロディー時計を作って
時間について考えよう！」
を
テーマに教室を開催します。
期間 ７月 日 〜８月４日

３５

誰でもできるボールを使っ
た脳トレ運動プラスヨガ・ス
トレッチです。
期日 ６月 日
時間 午前 時〜 時 分
会場 金 浦 公 民 館
講師 由利 栄美氏
参加費 ３００円
持ち物 飲料水、タオル
託児 １００円
※６月 日 まで要申し込み
問合先 ＮＰＯ法人ＢＳスポ
ーツクラブにかほ
☎ ・８６６３
１０２８

㈮

温度や湿度が高くなるこの
時期は、食中毒への注意が特
に必要になります。秋田県で
は、６月を「食品安全安心月
間」として、生活に欠かせな
い「食」に関する理解を深め
る取り組みを行っています。
この機会に正しい知識を身
に着け、食中毒を予防しまし
ょう。
◆１に「手洗い」２に「手洗
い」が重要です。
トイレの後や調理前、食事
前等は手をしっかり洗いま
しょう。
◆しっかり加熱
食品の中心部までよく火を
通しましょう。
◆きちんと消毒
調理後のまな板、包丁、ふ
きん等の調理器具はよく洗
浄し、熱湯や塩素系漂白剤
などで殺菌消毒し、乾燥さ
せましょう。

死 者 数

時間 午前９時〜午後３時
会場 ＴＤＫ歴史みらい館／
ＴＤＫゲストハウス
対象 小学４〜６年生の理科
に興味のある児童
講師 ＴＤＫ技術部門ＯＢ
定員
人／日
※定員オーバーの場合は抽選
となります。
参加費 無料
※参加者、保護者または同伴
者の昼食は歴史みらい館で
用意します。
申込方法 Ｅメール、ファク
スまたは郵送で申し込み
ください。(電話では受
け付けしていません)

㈰

セーフティーロードにかほ

７件

㈬

時間 午前６時〜８時
場所 市内全域
持ち物 清掃用具(ホウキ、
くわ、軍手等)
日時や実施場所等の詳細に
※
ついては、各自治会へお問
い合わせください。
トラック等の所有者は、ご
※
みの運搬についてご協力を
お願いします。

発熱・破裂・発火の恐れが
ため、晴れた日以上に交通安
あるため、両面をセロハン
全を意識し、交通事故を起こ
テープで覆って電池の端子
さないよう、また、遭わない
部分を絶縁してから袋に入
ように気を付けましょう。
れる。乾電池とボタン電池
自転車で雨の日の傘差し
と別々の袋に入れる)
運転はやめましょう。雨の日
に
はカッパの準備を忘れずに！
※かほ市指定のごみ袋はあ
りませんので、買い物時の
ポリ袋を使用してください。
袋への種別や氏名の記載は
※
いりませんが、他のものと
混入しない、破損しないよ
うに別々にしてください。
破損したものは、掃除に使
った布等も含めてポリ袋等
に入れ密封してください。
焼却施設の排ガスの水銀含
有量の規制対象となってい
るため、絶対に燃えるごみ
家庭で不要となった水銀含
には入れないでください。
有製品の分別収集について
収集日 ごみステーションで
の収集(月１回)
▼分別の仕方
▽象潟地域 第一月曜日
・ 水銀体温計、水銀温度計
…
…
購入時のケースや保管ケー
第
▽仁賀保・金浦地域 …
スに入れる。
一火曜日
ポリ袋等に入
古紙の収集に合わせて行い
・ 水銀血圧計 …
※
れる。
ますので、燃えるごみと一
・ 蛍光管 購入時のケースに
緒にせず古紙等の横に置い
…
入れるもしくは新聞紙等で
てください。収集のための
包装する。
容器等は置きませんので飛
・乾電池 ポリ袋等に入れる
散しないようにご注意くだ
…
・ボタン電池 ポリ袋等に入
さい。
…
れる(他の電池等の金属製
問合先 環境プラザ
品が触れると、ショートし、

２９件 １３５件

物損事故

計

申込用紙はＴＤＫ歴史み
受講料 無料(テキスト代３、
らい館のホームページか
５００円程度は自己負担)
らダウンロードしてくだ
託児 ご希望の方は申し込み
さい。
時にご相談ください。
※今回から申込用紙での受け
申込期限 ７月 日
付けとしています。
申込・問合先 秋田県ひとり
申込期間 ６月 日 〜 日
親家庭就業・自立支援セ
ンター☎０１８・８９６・
１５３１

０件

市民と行政の架け橋
Ｃity Ｐublic Ｒelations Ｍagazine

５

人身事故

１０

㈭

雨の日は視界不良にご用心
梅雨の季節、運転手も歩
行者も視界が遮られ、事故に
巻き込まれるケースが増えて
きます。また、雨の日は車や
自転車のタイヤが滑りやすい
！！

累

２５

『
フレッシュパパママ講座』

２５

福祉・健康・保健

㈪

ＦＡＸ
３５

２１

４４

期日 ７月６日
会場 金浦保健センター
対象 第１子を出産予定の夫
婦(出産予定日が８月〜
月)
内容 子育て支援制度につい
て／助産師によるおはな
し／沐浴体験 ほか
申込期限 ６月 日
申込・問合先 金浦保健セン
ター☎ ・４２００

㈪

５月中

２４

㈮

学び・趣味・講座

２２

親と子のニコニコクラブ

１０

にかほ市内の
交通事故発生状況 令和元年

㈰

㈯

２８

ひとり親家庭向け
調理師試験対応講習会

㈭

３８

ひとり親家庭の母、父およ
び寡婦の方が就労または転職
の条件を有利にし、生活の向
上を図るために開催します。
期日 ７月 日 、 日 、
日 、９月２日
時間 午前９時〜午後５時
※昼休憩１時間あります。
会場 秋田県社会福祉会館
対象 秋田県内在住のひとり
親家庭の母、父および寡
婦等
定員
人程度
※受講申し込みが少ない場合
は、開催が中止になること
もあります。
㈪

３１
３１
３１

㈬

㈬

㈬

１１

２９

生活環境課☎３２−３０３３
環境プラザ☎３８−３９１０

毎月季節に応じた行事や遊
びなどを開催しています。保
育園に入園前の子どもとその
保護者が対象です。
【全コース共通】
期日 ６月 日
会場 象潟保健センター
対象 平成 年４月２日〜
年４月１日生まれ
内容 作ってあそぼ①
申込期限 ６月 日
【全コース共通】
期日 ７月３日
会場 象潟保健センター
対象 平成 年４月２日〜
年４月１日生まれ
内容 救命救急講習
申込期限 ６月 日
【全コース共通】
期日 ７月 日
会場 消防署
対象 平成 年４月２日〜
年４月１日生まれ
内容 救命救急講習(消防署
見学)
申込期限 ７月３日
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
受付 午前９時 分〜 時
申込・問合先 象潟保健セン
ター☎ ・７５０１
１０

㈰

㈬

１９

㈬

２６

㈬
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２６

２７

２７

１０

２７

４３

▼
▼
▼

くらしの掲示板

