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六郷交番からのおしらせ 

５月受付分

　※広報に掲載してほしくない場合は、届け出の時に
　　戸籍窓口にお申し出ください。

人 の うごき 4月末現在 

人　口 ………… 23,776人
　男 …………… 11,372人
　女 …………… 12,404人
世帯数 ……… 6,705世帯

警察官B・女性警察官B募集

～安全と安心は君の手で～

　平成17年度の警察官Ｂ及び女性警察官Ｂの採用試験
が次の日程で実施されます。
　「安全に安心して暮らせる秋田」を実現するために、
あなたも秋田県警察で共に汗を流してみませんか。
　また、みなさんのお知り合いの方々に警察官にふさ
わしい方がおりましたら、ぜひ受験されるようお勧め
ください。

○平成17年度「警察官Ｂ」及び「女性警察官Ｂ」
　採用試験日程

【警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】
昭和51年４月２日から昭和63年４月
１日まで生まれた方
（ただし、警察官Ａ・女性警察官Ａ
　の受験資格を有する方を除く）

高校卒業程度

７月19日（火）～８月５日（金）

９月17日（土）　体力検査、身体検査
９月18日（日）　教養試験、作文試験
　＜変更点＞
　体力検査は、これまで第二次試
験で実施していましたが、今年
から第一次試験で実施され、総
合得点に加わります。

10月下旬～11月上旬

11月下旬

受 験 資 格

試験の程度

受 付 期 間

第一次試験

第二次試験

最終合格発表

※採用予定人員など詳細
については、７月19日
から配布予定の受験案
内をご覧ください。

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

ゆ あん

加畠　優杏ちゃん（昌　央さん、理　香さん）　　塚
るい と

橋　塁飛ちゃん（俊　裕さん、瑠衣子さん）　千屋中部
りん

細井　　凜ちゃん（清　人さん、美加子さん）　本堂中部
さ き

嶋津　咲希ちゃん（光　人さん、貴　子さん）　元本堂南部
よう た

煙山　陽太ちゃん（義　博さん、陽　子さん）　第一暁
りゅうと

佐藤　琉翔ちゃん（義　春さん、友　子さん）　釜　蓋
あ す り

橋天翼莉ちゃん（　学　さん、晃　子さん）　南　町
ふう か

佐々木楓華ちゃん（雅　規さん、真　弓さん）　籠　林
はる き

齊藤　春樹ちゃん（　学　さん、幸　恵さん）　後三年
ふう か

坂本　楓華ちゃん（　智　さん、久美子さん）　本　館
しょう

中村　　翔ちゃん（伸　広さん、美智代さん）　金沢谷地中
み れ あ

高橋美麗亜ちゃん（龍　請さん、めぐみさん）　紀の国
こう

橋　　滉ちゃん（　治　さん、由希子さん）　千屋南部
かなた

深澤　　叶ちゃん（　工　さん、光　代さん）　大　畑

　おしあわせに　

　熊谷　　一さん　土崎北部
　細谷　理英さん　秋田市
　鶴谷　　仁さん　町　田
　照井有希子さん　小町田
　千葉　　哲さん　湯沢市
　大和恵理子さん　下畑屋
　伊藤　　学さん　東高方町
　坂本　るいさん　横手市
　佐々木裕一さん　長岡森
　川越　静香さん　大仙市

　　やすらかに　　

坂本　孝志さん　田の尻
澁谷　幸代さん　百目木
田口　友也さん　善元寺
橋由貴子さん　大仙市
高橋　康弘さん　上鑓田
嶋中　春奈さん　青森市
佐藤　勝則さん　今　泉
嶋田　礼美さん　中前郷

（
（
（
（
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新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

（
（
（
（

藤井ミヨノさん（94）扇　田
佐藤キヲノさん（93）下菻沢
佐藤　ヱミさん（73）下菻沢
細井ミツヱさん（81）千屋中部
小田長キヱさん（81）籠　林
寺田　キミさん（68）中鑓田
橋　節子さん（60）押　切
井関真由美さん（38）佐　野
佐藤　運吉さん（92）金沢谷地中
鷹觜　千代さん（96）米　町
福田　吉治さん（80）黒　沢
栗澤　良助さん（75）上　町
清水勘五郎さん（79）野　中
青谷　昭治さん（73）土崎南部

橋　義明さん（66）上千間谷地
煙山　利生さん（80）外川原
大久保雅彦さん（50）西高方町
　清美さん（79）町　田

深澤　幸治さん（79）宝門町
伊澤　　照さん（77）西高方町
橋　忠昭さん（55）上新町
武藤　ヨシさん（82）大荒田
熊谷謙市郎さん（90）茨　島
鈴木　快明さん（66）　塚
佐藤ヨシヱさん（83）土崎北部
橋　リヱさん（85）大　畑
星山　　匡さん（87）本堂東部
小西　京市さん（70）関　田
立川　浩三さん（70）第一暁

亡くなったかた 年齢 行政区 亡くなったかた 年齢 行政区

秋田県警察本部　警務課　人事・任用係
1018－863－1111（内線2623または2624）

問い
合わせ
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（７月４日～31日）

なかよし園　185－3115
わくわく園　184－0023
すこやか園　183－3075
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＜８月の主な行事予定＞
６日（土）清水まつり
15日（日）成人式（仙南公民館10:00）

町のカレンダー 町のカレンダー 
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ラベンダーまつり（千畑ラベンダー園）　7月10日まで

献血（仙南保健センター10:00～16:00）

リハビリ学級（山内村10:00～15:00）

美郷町農業委員会委員一般選挙投開票日
（投票7:00～18:00町内21カ所、開票19:00仙南公民館）

ふれあい談話室（役場仙南庁舎2階・応接室17:00～18:30）

ふれあい談話室（役場六郷庁舎2階・町長室17:00～18:30）
ニュースポーツ教室

（山本公園雁の里多目的グラウンド19:00）
ふれあい談話室（役場千畑庁舎1階・応接室17:00～18:30）
操体法研修会（六郷保健センター・受付9:00～9:30）

図書館ボランティア「しゃぼん玉」読み語り会
　（千畑交流センター10:00～11:00）

美郷町健康生活推進協議会第１回食生活改善学習会
（仙南公民館13:00 ～15:30）

リハビリ学級（六郷保健センター10:00～15:00）
映画上映会「あした元気にな～れ！」

（仙南公民館①14:00～②19:00～）
図書館ボランティア「紙ひこうき」読み語り会

　　　　　（仙南交流センター10:00～11:00）
郡市消防訓練大会（大仙市雄物川河川敷8:30）
献血（千畑保健センター13:00～16:00）

事　業　名 対象・内容 期　日 時　間 場　所

なかよし園開放 毎週月～木曜日
（平日のみ） なかよし園

ひまわり広場

0、1歳児 ７月８日（金）
2、3歳児 ７月15日（金）

9:30～11:30
せせらぎ公園

0、1歳児 ７月22日（金）
なかよし園0～3歳児合同 ７月29日（金）

７月４日（月） もとだて児童館
７月８日（金）
７月11日（月）
７月15日（金）
７月19日（火）
７月22日（金）
７月25日（月） もとだて児童館
７月29日（金） 六郷保育園
８月１日（月）

七夕まつりをしよう ７月６日（水）
7月生まれのお誕生会 ７月13日（水） もとだて児童館
遠足にいこう ７月20日（水）
シールで遊ぼう ７月27日（水）

シャボン玉遊びをしよう ８月３日（水）

子育て相談室開放 毎週月～金曜日
（平日のみ） 9:30～11:30

子育て広場「ひだまり」 遊びにおいでよ！ ７月６日（水） 10:00～11:30ともだちいっぱい！ ７月20日（水）
わんぱく広場（母親サークル） ７月13日（水） 9:30～11:30
おばあちゃん広場 ７月27日（水） 10:00～11:30

すこやか園
子育て相談室

あそびにおいで

自由に遊ぼう

10:00～

わくわく児童クラブ
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