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美郷交番からのおしらせ 7月受付分

後藤　ツメさん（77）荒　町
武蔵　ヨシさん（89）荒　町
高橋　辰見さん（68）紀の国
清水タツヱさん（75）野　中
煙山　武治さん（82）外川原
菅原キミヱさん（94）本堂中部
千葉強治郎さん（71）熊　堂
中田トモヱさん（81）本　田
澁谷　泰三さん（79）糠　渕
菅原喜代治さん（54）外川原
又井　敏子さん（79）作　山
稲川多市郎さん（67）百目木

　※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 7月末現在 

人　口 ………… 23,757人
　男 …………… 11,365人
　女 …………… 12,392人
世帯数 ……… 6,708世帯

佐藤　文夫さん（55）赤　城
佐藤　金一さん（81）糠　渕
高橋兵右エ門さん（87）上新町
藤嶋　政吉さん（89）第一暁
武藤　キヱさん（85）上畑屋
橋　正治さん（85）下野際
田口　サタさん（91）善元寺
中野イサ子さん（91）明田地
伊藤さたのさん（80）作　山
森川榮之助さん（67）本堂西部
藤岡　ヒデさん（82）作　山
中市　榮子さん（69）馬　町

亡くなったかた 年齢 行政区 亡くなったかた 年齢 行政区

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区
こう た ろう

橋昊太郎ちゃん　（博　之さん、みどりさん）　一丈木
こう

室谷　　昂ちゃん　（純　孝さん、和歌子さん）　大　坂
まさと

田村　正人ちゃん　（正　和さん、悦　子さん）　熊野団地
かなた

佐藤　奏汰ちゃん　（雅　行さん、亜希子さん）　上千間谷地
ちたか

鈴木　千隆ちゃん　（隆　則さん、乃利絵さん）　安城寺上
ちひろ

鈴木　千尋ちゃん　（勇　也さん、友　美さん）　南　町
菅原まりんちゃん　（一　美さん、ジャスミンさん）　長岡森

ゆ　い

渋谷　結衣ちゃん　（和　憲さん、暢　子さん）　糠　渕
ゆ　な

鈴木　結菜ちゃん　（　明　さん、智　子さん）　安城寺下
の の か

九島埜々華ちゃん　（芳　謙さん、圭　子さん）　中　島
かずよし

畠山　和佳ちゃん　（正　和さん、圭枝子さん）　赤　城
ゆい

因幡　　唯ちゃん　（誠　一さん、久　子さん）　上笹巻
としあき

坂本　敏彰ちゃん　（一　也さん、真理子さん）　善知鳥
しゅんと

一星　瞬斗ちゃん　（秀　樹さん、教　子さん）　耳　取
宮川しずくちゃん　（　一　さん、恵美子さん）　下野荒町

　おしあわせに　

　畑中　　孝さん 岩手県
　熊谷和歌子さん 土崎北部

　風間　祥壮さん 佐　野
　佐藤真里子さん 南　町

　　やすらかに　　

佐々木良孝さん　大仙市
斉藤　清子さん　四天地

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等
　

きのこ採り　ひとりで出かけず　グループで
～迷ったら　その場を動かず　救助まて～

　秋を迎え、本格的な「きのこ採り」シーズンとなりま
した。
　昨年県内のきのこ採りに伴う遭難は19件発生し、19
人が遭難しています。そのうち４人の尊い命が失われ
ています。
　次のことに注意して、遭難に遭わないようにしま
しょう。

○家族等へ行動予定を知らせる
　　家族等に「どこの山に行くのか」「帰宅予定時間」を
告げてからでかけましょう。
○単独入山は危険
　　単独での入山は、事故に遭っても助けを求めるこ
とができません。
○目先の収穫よりも安全が第一
　・自分の体力、体調にあった行動をとり、無理のな
いようにしましょう。

　・きのこ採りに夢中になり、山中で迷わないように
しましょう。

○万一に備えた装備を
　　予期しない事態が発生することを考え、予備の食
料、雨具、着替え、ライター、ナイフ、コンパス等
の装備品を準備し、必ず持って入山しましよう。
　・「携帯電話」～山の上で通話可能な場合もありま
す。

　・「雨具」～雨もしのげますし、夜間の気温低下時に
は防寒用としても活用できます。

　・「懐中電灯」～日暮れが早くなるので、万一の時に
は足下を照らし、転落等の事故防止に役立ちま
す。

　・「目立つ色の服装、帽子等」～遭難した時、山中で
も発見が容易です。

　・「ラジオ、鈴、笛」～熊被害防止に有効です。
○早めの下山を
　　日暮れが早くなってきます。早めに切り上げ下山
しましょう。

◎遭難した時の心構え
　・むやみに歩き回らない
　　暗くなったらむやみに歩き回らず、大木の下や岩
穴等で風雨をしのぎ、体力を消耗しないようにし
ましょう。

　・自分の位置を知らせる
　　日暮れ燃やして煙りを上げるなど、第三者に自分
の位置を知らせる方法をとり、救助を待ちましょ
う。

　・捜索のヘリコプターが来たら
　　あわてないで上空から見通しの良い場所に移動
し、タオルや衣類を大きく振るなどして居場所を
知らせましょう。
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問い
合わせ

なかよし園　185－3115
わくわく園　184－0023
すこやか園　183－3075

（９月５日～10月７日）

9:30～11:30

事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場

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 ９月９日（金）
2、3歳児 ９月16日（金）
0、1歳児 ９月30日（金）
2、3歳児 10月７日（金） 大台野広場（現地集合）

９月５日（月） わくわく児童クラブ
９月９日（金） もとだて児童館

自由に遊ぼう

９月12日（月）
わくわく児童クラブ９月16日（金）

９月20日（火）
もとだて児童館９月22日（木）

９月26日（月） わくわく児童クラブ
９月30日（金） 　

エプロンシアター ９月７日（水） もとだて児童館
虫探しに行こう ９月14日（水） 　

９月生まれのお誕生会 ９月21日（水）
六郷保健センター秋の遠足に行こう ９月28日（水） 　

子育て相談室開放
毎週月～金曜日
（平日のみ）

すこやか園子育て相談室子育て広場「ひだまり」
遊びにおいでよ！ ９月７日（水）

10:00～11:30おひさまとなかよし！ ９月21日（水）
わんぱく広場「母親サークル」 ９月14日（水） 9:30～11:30
おばあちゃん広場 ９月28日（水） 10:00～11:30

9:30～11:30

あそびにおいで 10:00～

町のカレンダー 町のカレンダー 
美郷町議会議員一般選挙投開票

（投票7:00～18:00町内25投票所　
　開票19:00総合体育館アスパル）

敬老の日
敬老会＜千畑地区＞（千畑体育館10:00）

秋分の日

敬老会＜仙南地区＞（仙南体育館10:00）

敬老会＜六郷地区＞（六郷体育館10:00）

ひまわり会（いきいき館13:30）

献血（六郷保健センター13:30～16:00）

リハビリ学級（六郷保健センター10:00）
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１日（土）　図書館ボランティア「夢ふうせん」読みきかせ会（学友館10:30）
８日（土）　第15回民謡「長者の山」全国大会＜１日目＞（千畑体育館9:00）
９日（日）　第15回民謡「長者の山」全国大会＜２日目＞（千畑体育館9:30）

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

町長ふれあい談話室（役場仙南庁舎17:00～18:30）

町長ふれあい談話室（役場六郷庁舎17:00～18:30）

町長ふれあい談話室（役場千畑庁舎17:00～18:30）
リハビリ学級（六郷保健センター10:00）
歩け走ろう会（六郷公民館駐車場8:30）
六郷・チビッコフェスティバル

（六郷中央公園11:00～15:00）
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
　（投票7:00～19:00町内25投票所、開票20:00仙南公民館）
第２回サイクルスタンプラリーin美郷

（役場六郷庁舎9:00）
六郷名水茶会（湧太郎ほか10:00～15:00）
操体法＜町外研修＞（田沢湖芸術村8:30）
ひまわり会（六郷保健センター13:30）
美郷町議会議員一般選挙告示

「菅江真澄展」開展　（学友館）　～10月30日
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）

＜１０月の主な行事予定＞


