回にかほ市花火大会

▼
▼
▼

年祝いの記念、部活・クラブ
募集
の勝利報告、愛の告白、感謝
の言葉など、あなたの思いを
にかほ市サンクスデー
花火に乗せて日本海の夜空に
７月７日開催のブラウブリ
打ち上げてみませんか。お名
▼ ッツ秋田ホームゲームで「に
▼
前
(ニックネーム)とメッセ
▼
かほ市サンクスデー」を開催
ージを読み上げさせていただ
します。お申し込みいただい
き、その後花火を打ち上げま
た市内在住の皆さまを最大４
す。なお、原則としてメッセ
名ご招待(１回のお申し込み
ー
ジは 字以内でお願いしま
につき)。左記のＱＲコード
す。
またはＦＡＸでお申し込みく
募集対象 個人
ださい。
※企業等の宣伝は不可(サー
申込期限 ７月 日 ・午後
クルなどのグループは可)
７時
募集花火の種類・金額・本数
申込先 ㈱ブラウブリッツ秋
▼７号玉(半径１２０ｍ)
田／ ０１８・８７４・
…１０、０００円×５本
９７７８
▼
８号玉(半径１４０ｍ)
ＱＲコード
…１５、０００円×５本
▼４号玉連射(４号玉× 発)
…２０、
０００円×５本
※代表者氏名、観戦希望人数
申込期限 ７月 日
( 大 人 、 学 生 そ れ ぞ れ ) 、 ※所定の申込用紙に料金を添
住所、電話番号、アドレス
えて提出してください。申
を記載ください。観戦希望
込用紙は観光協会窓口に置
人数は代表者を含めた人数
いてあります。
となります。
※決定は先着順となります。
申込・問合先 にかほ市観光
協会☎ ・６６０８

第

メッセージ花火を募集

水と緑の親子観察会

受験講習会 ９月 日㈮
講習会時間 午前９時 分〜
午後３時 分
講習会場 秋田県ＪＡビル
９階大ホール
認定試験日
月１日㈮
試験時間 午前 時〜正午
試験会場 秋田県ＪＡビル
９階大ホール
手数料 ６、０００円
申込・問合先 建設課 都市
整備班☎ ・４３０６

８月 日開催の第 回にか
参加者募集
ほ市花火大会では、昨年度に
引き続きメッセージ花火を募
象潟海岸で水遊びをしなが
集 し ま す 。 出 産 や 誕 生 祝 い 、 ら、磯の生き物や海藻などを

行などに関して考えたこ
と、感じたこと
応募資格 県内の小・中学生
選考 地区の代表作品は秋田
県推進委員会で審査され、
入賞作品は中央推進委員
会へ推薦
原稿枚数 ４００字詰め原稿
用紙３〜５枚程度
募集締切 ８月 日㈮
申込・問合先 社会を明るく
する運動推進委員会(生
活環境課内)
☎ ・３０３３

困り事・相談
無料調停相談会
期日 ７月 日
時間 午前 時〜午後２時
会場 本荘簡易裁判所
内容 金銭、土地、建物、交
通事故、家庭(夫婦、親
子関係、離婚、相続)の
問題等
問合先 本荘調停協会事務局
☎ ・３９１６

公共機関から

日

令和元年度排水設備工事

責任技術者資格試験
７月８日㈪〜

自衛官等採用試験

観察してみませんか。
期日 ７月 日
時間 午前９時 分〜午後２
時
会場 象潟海岸
対象 小・中学生と保護者
参加費 無料
申込・問合先 秋田県自然観
察指導員連絡協議会
事務局 阿部☎０８０・
１８４０・２７２４
※午後４時以降にお申し込み
ください。

トレーニングダイエット

参加者募集

のうち指定する日
試験会場 西目公民館シーガ
ルまたは秋田大学等
応募資格 令和２年４月１日
現在、 歳以上 歳未満
の者
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
受付期間 いずれも７月１日
〜９月６日
問合先 自衛隊由利本荘地域
事務所☎ ・３４７９

㈭

令和元年度警察官採用試験

試験区分 警察官Ｂ、女性警
察官Ｂ
受験資格 昭和 年４月２日
から平成 年４月１日ま
でに生まれた方(大卒は
不可)
受験案内配布・申込期間
７月 日 〜８月 日㈮
第１次試験日 ９月 日 、
日
第２次試験日
月下旬、
月中旬
問合先 由利本荘警察署
☎ ・４１１１
２０１９年 月１日、消費税の

軽減税率制度がスタート
事業者の皆さま、仕入税額
控除の方式が変わります！
消費税・地方消費税の税率
％への引き上げと同時に、

生活・環境
７月は「社会を明るく

犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場
において力を合わせ、犯罪や
非行のない地域社会を築こう
とする全国的な運動です。
◆内閣総理大臣からのメッセ
ージ伝達式を行います
伝達式には市内で活躍され
ている保護司会、更正保護女
性の会の皆さんが出席され、
内閣総理大臣からの推進メッ
セージがにかほ市長へ手渡さ
れます。
期日 ７月 日㈬
◆街頭運動を実施します
市内小・中・高校校門前で
本運動へのご理解とご協力を
市民に呼びかけます。
期日 ７月 日㈬
◆作文を募集します
テーマ「社会を明るくする運
動」の趣旨を踏まえ、日
常の家庭生活、学校生活
の中で体験したことを基
に、犯罪・非行のない地
域社会づくりや犯罪・非

〜社会を明るくする運動
とは〜

する運動」強調月間です

にかほ １４
広報

１０

２８

心と体を健康的にダイエッ
トをしてみませんか。どなた
でも参加でき、親子参加でも
大丈夫です。
期 日 ①７月 日 ②８月
日
時間 ①午前 時〜 時 分
②午後７時 分〜８時
分
会場 象潟体育館
講師 齋藤 真弓氏
参 加 費 １００円
持ち物 飲み物、室内シュー
ズ
申込期限 開催日の５日前ま
で(当日参加可能)
申込・問合先 スポーツ振興
課☎ ・８８５５
２２

３０
３０

１１

１１

２１
２３
㈯

飲食料品(酒類・外食除く)
と新聞(定期購読契約・週２
回以上発行)にかかる税率を
８％とする「軽減税率制度」
が実施されます。新しい仕入
税額控除の方式に対応するた
めには、帳簿・請求書・レシ
ート等の記載を複数税率に対
応させる必要があります。中
小企業・小規模事業者の方に
は、レジや受発注・請求書管
理システムの導入・改修につ
いて補助金を設けるなどの支
援を行っています。ぜひご活
用ください。
制度についての詳細は「軽
減税率 国税庁」、補助金に
ついてはの詳細は「軽減税率
対策補助金」で検索してくだ
さい。
問合先
◆制度について…消費税軽減
税率電話相談センター
フリーダイヤル☎０１２
０・２０５・５５３／ナ
ビダイヤル☎０５７０・
０３０・４５６(通話料
がかかります)
◆補助金について…軽減税率
対策補助金事務局 フリ
ーダイヤル☎０１２０・
３９８・１１１
受付時間 平日・午前９時〜
午後５時
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◆募集種目 航空学生
試験期日 ９月 日 ㊗
試験会場 秋田駐屯地(秋田
市)
応募資格 令和２年４月１日
現在、航空自衛隊 歳以
上 歳未満、海上自衛隊
歳 以 上 歳未満の者
採用時期 令和２年４月上旬
◆募集種目 一般曹候補生
試験期日 ９月 日 〜 日
のうち指定する日
試験会場 西目公民館シーガ
ルまたは秋田大学等
応募資格 令和２年４月１日
現在、 歳以上 歳未満
の者
採用時期 令和２年４月上旬
◆募集種目 自衛官候補生
試験期日 ９月 日 〜 日
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