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美郷交番からのおしらせ 
10月受付分

煙山　　孝さん（55）外川原
櫻田　正雄さん（66）下新町
藤井　良治さん（87）上深井西
長澤ハルヱさん（77）大　坂
粟津　タキさん（72）西高方町
田中　キミさん（89）下鶴田
加賀谷サトさん（92）上　町
橋　幸治さん（75）大　柳
飯田　忠吉さん（77）菅谷地
佐々木サヨさん（92）大久保

　※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 

伊藤　秀樹さん（29）川原保
深澤　節子さん（80）大　畑
小田長トクヨさん（85）中　野
橋　ハルさん（88）上畑屋
橋　庄吉さん（82）上畑屋

鈴木　政雄さん（79）浮　池
金子　永吉さん（77）糠　渕
菊田惣一郎さん（79）石　神
深澤　春治さん（88）湯　竹
加藤秋治郎さん（91）糠　渕

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

あさひ

村田　朝陽ちゃん　（幸　治さん、裕　美さん）　上野荒町
しょうた

階　翔太ちゃん　（　充　さん、ひとみさん）　黒　沢
ゆ あ

鈴木　結彩ちゃん　（健　一さん、真依子さん）　安城寺上
ゆ あ

　侑彩ちゃん　（由　樹さん、多香子さん）　下新町
しゅうた

松山　柊汰ちゃん　（大　輔さん、友　子さん）　湯　竹
こうたろう

藤原康太郎ちゃん　（正　広さん、春　香さん）　田の尻
あいな

橋　愛菜ちゃん　（正　人さん、一　見さん）　上 田
こうや

佐藤　巧也ちゃん　（昌　洋さん、智　佳さん）　小荒川
は な

鈴木　花菜ちゃん　（純　平さん、瑠美子さん）　旭　町
か な

藤井　海奈ちゃん　（善　幸さん、友　美さん）　善元寺
り な

橋　莉菜ちゃん　（龍　広さん、深　雪さん）　下畑屋
ゆ り

武藤　優里ちゃん　（友　和さん、のぞみさん）　上畑屋
きらと

野荒　煌翔ちゃん　（英　樹さん、都美子さん）　上新町
ゆづき

橋　優月ちゃん　（義　洋さん、砂登子さん）　元本堂南部
てんせい

森川　天彗ちゃん　（悌　一さん、敦　子さん）　馬　町
あゆむ

佐々木　歩ちゃん　（　力　さん、祐　子さん）　第一暁

　おしあわせに　

　 橋　智晴さん　元本堂南部
　籠山奈津子さん　横手市
　藤井　智也さん　大仙市
　木村　麻美さん　八　卦
　本間　寿也さん　中　関
　小松　美穂さん　大仙市
　松山　大輔さん　湯沢市
　樫尾　友子さん　湯　竹
　佐藤　　修さん　上前郷
　 橋　由佳さん　土崎北部

　　やすらかに　　

橋　　渡さん　第一暁
打川美和子さん　大仙市
伊藤　栄樹さん　作　山
野中美由紀さん　大仙市
橋　　淳さん　第一暁
佐藤かおるさん　仙北市
赤川　和之さん　横手市
佐藤麻由子さん　中前郷
小野寺　茂さん　万願寺
江口　順子さん　秋田市

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

人　口 23,679人（－18）

　男 11,332人（－12）

　女 12,347人（－６）

世帯数 6,707世帯（－５）

　（　　）内は前月比　
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「振り込め詐欺」にご注意！
～詐欺師があなたの財産を狙っています～

　オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺を総
称して「振り込め詐欺」と呼んでいますが、詐欺師はあ
の手この手であなたを心配させたり、驚かせたり、脅
したりして現金を請求しお金を振り込むように要求し
てきます。
　大仙署における平成17年10月までの「振り込め詐欺」
相談および被害は次のとおりで、合計被害件数34件の
被害総額1,712万円でした。決して他人事ではありませ
ん。「振り込め詐欺」の罠にかからないよう十分に気を
つけましょう。

融資保証金詐欺 28件 被害26件 約1,405万円
架空請求詐欺 617件 被害８件 約307万円
オレオレ詐欺 25件 被害０件

　融資保証金詐欺の手口と対策　
　手口a融資の申し込みをしたところ、支払能力を

判断するためなどの信用保証料や手付金を
請求し現金を振り込ませるものです。

　対策a○ダイレクトメールや電話などでの融資が
あったときは、まず疑う。

　　　　○「低金利ですぐ融資」という甘い言葉に
つられて罠にはまらない。

　　　　○その場で判断し、安易に申し込みをしな
い。家族や警察に相談する。　

　架空請求詐欺の手口と対策　
　手口a身に覚えのない出会い系サイト・アダルトサ

イト番組などの利用料請求や、債権の譲渡
を装って、現金を振り込ませるものです。

　対策a身に覚えのない請求には一切支払う必要は
ありません。無視してください。相手に連
絡してはいけません。余計につけ入る隙を
与えてしまいます。

　オレオレ詐欺の手口と対策　
　手口a孫、息子、警察官、弁護士、金融業者、医

療関係者、保険業者などのさまざまな身分
を名乗り、交通事故、金銭貸借、妊娠中
絶、医療ミスなどの口実を設けて、あなた
から現金を振り込ませようとします。

　対策aすぐに振り込まない。その日に振り込まな
い。落ち着いて事実の確認をするなり、身
内や警察へ相談してください。

　お金を振り込ませる不審な電話、ハガキ、メー
ルなどがきましたら、振り込む前に警察の相談窓
口をご利用ください。

　大仙警察署住民安全相談所 10187－63－3355
　大仙警察署　美郷交番 10187－84－2004
　大仙警察署　美郷北駐在所 10187－85－3110
　大仙警察署　美郷南駐在所 10187－82－1100
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町のカレンダー 町のカレンダー 

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（12月５日～12月31日）

※12月29日～翌年1月3日は休園のため実施されません

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場
毎週月～木曜日なかよし園開放
（平日のみ）

9:30～11:30
なかよし園

ひまわり広場
0、1歳児 12月９日（金） （千畑幼稚園・保育園）
2、3歳児 12月16日（金）

12月５日（月）
もとだて児童館

（六郷字八幡44－1）
12月９日（金） わくわく児童クラブ

自由に遊ぼう
12月12日（月） （六郷字白山55－1）
12月16日（金）

あそびにおいで
12月19日（月） もとだて児童館
12月22日（木） 10:00～
12月26日（月） 六郷保育園

折り紙で作ろう 12月７日（水）
クリスマスの飾り作り 12月14日（水） もとだて児童館
クリスマスパーティーと誕生会 12月21日（水）
小麦粉粘土で遊ぼう 12月28日（水） 六郷保育園

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！ 12月７日（水）

10:00～11:30サンタさんとあそぼ！ 12月21日（水）
わんぱく広場「母親サークル」 12月14日（水） 9:30～11:30
おばあちゃん広場 12月28日（水） 10:00～11:30
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早朝健診申し込み説明会
（千畑保健センター10:00～11:30）

早朝健診申し込み説明会
（六郷保健センター10:00～11:30）

ふれあい談話室（役場六郷庁舎17:00～18:30）
早朝健診申し込み説明会

（仙南保健センター10:00～11:30）
ふれあい談話室（役場千畑庁舎17:00～18:30）

ひまわり会（六郷保健センター13:30～16:00）

操体法（六郷保健センター13:30～15:00）

ふれあい談話室（役場仙南庁舎17:00～18:30）

献血（六郷保健センター10:00～12:00、13:00～16:00）

天皇誕生日
わくわくおはなし「夢ふうせん」クリスマス読み聞かせ会

（学友館10:30～11:30）

ひまわり会（六郷保健センター13:30～16:00）

＜１月の主な行事予定＞
4日（水） 消防団出初式
7日（土） わくわくおはなし「夢ふうせん」

読み聞かせ会（10:30～11:30学友館）


