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美郷交番からのおしらせ 
11月受付分

斉藤キオノさん（90）下野際
中野　榮治さん（70）遠　槻
伊藤　　茂さん（78）本道町
齊藤　武志さん（84）元本堂北部
小林トクノさん（74）上新町
伊藤　トクさん（88）旭　町
星山　　剛さん（77）第一暁
高橋　ヒサさん（68）関　田
山田　フミさん（90）石　神
橋　イヨさん（85）南　町

煙山　与市さん（77）善知鳥
煙山　 治さん（78）千屋中部
伊藤　チヨさん（86）上深井東

　※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。

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

あゆか

高橋　歩楓ちゃん　（克　良さん、智　子さん）　紀の国
そうま

加藤　颯真ちゃん　（敏　博さん、美由紀さん）　土崎南部
ひみや

鈴木陽心哉ちゃん　（智　哉さん、裕美子さん）　荒　町
れもん

亀谷　麗紋ちゃん　（　渉　さん、　恵　さん）　小安門団地
けんざぶろう

成田賢三郎ちゃん　（昭　徳さん、雅　子さん）　米　町
たかてる

藤田　崇照ちゃん　（　満　さん、　霞　さん）　小町田
ともや

武蔵　朋弥ちゃん　（　章　さん、和　子さん）　赤城
こうや

　昊也ちゃん　（国　仁さん、朋　子さん）　上新町
き ら

後藤　輝良ちゃん　（和　美さん、留美子さん）　新　田
せいが

嶋津　惺雅ちゃん　（祐　也さん、美枝子さん）　元本堂南部
みはね

照井　美羽ちゃん　（雄　一さん、友　紀さん）　菅谷地
りょうた

渋谷　亮太ちゃん　（浩　之さん、真　子さん）　元　村

　おしあわせに　

　照井　和也さん　金西谷地中
　カワリンメラノヨ　レルマさん　フィリピン
　 橋　雅嗣さん　七　滝
　佐々木麻衣子さん　横手市
　鈴木　　忍さん　安城寺下
　加武田美奈子さん　仙北市
　小田長秀幸さん　寺　田
　照井　友美さん　石　町

　　やすらかに　　

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

人　口 23,662人（－17）

　男 11,326人（－６）

　女 12,336人（－11）

世帯数 6,713世帯（＋６）

　（　　）内は前月比　
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新年を　家族で誓おう　交通安全
～交通安全は　家族の中から　しつけから～

　明けましておめでとうございます。
　皆様には、ご家族共々、希望に満ちあふれた新年を
迎えられたことと、心からお慶びを申し上げます。
　さて、一年の計は元旦にありと言われておりますよ
うに、皆さんも新たな気持ちで「交通事故防止」の誓い
をされたことと思います。
　交通事故のない健康で安全な生活は、県民すべての
願いであります。安全で安心な社会を実現できますよ
う『交通安全は家庭から』のスローガンのもとに、家族
みんなが「交通安全に遭わない。交通事故を起こさな
い。」ための話し合いと、それぞれの地域における交通
安全意識の啓発活動を積極的に展開していただきます
よう、お願い申し上げます。

車を運転するときの誓い
○飲酒運転、スピード違反などの無謀運転はしません。
○他人の迷惑や交通の危険となる違法駐車はしません。
○夕暮れ時には、早めにライトを点灯します。
○命を守るシートベルトやチャイルドシートは必ず着
用、使用します。
○子どもや高齢者には思いやり運転をします。
○天候や道路環境に見合った安全な運転をします。

道路を歩くときの誓い
○道路を横断するときは横断歩道を渡るとともに、
　安全を確認してから横断します。
○夜間は、明るく目立つ服装の着用と靴、持ち物など
に反射材をつけます。
○酒に酔ってからのふらつき歩行はしません。
○斜め横断、路地や車の陰からの飛び出しはしません。
○歩道、道路の端を歩きます。

自転車に乗るときの誓い
○体に合った、整備された自転車に乗ります。
○交差点や曲がり角では、必ず左右の安全を確認しま
す。
○手放し、二人乗りなどの危険な乗り方はしません。
○ライトは早めに点灯し、反射材も必ず取り付けます。
○右・左折などの合図は、動作を正しく行います。

人 の うごき 4月末現在 
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赤坂　秀司さん 塚
清水川咲子さん　大仙市
細井　克之さん　本堂東部
鈴木　奏子さん　土崎北部
橋　勝美さん　横手市
加藤　千晶さん　石　神

加藤のり子さん（54）石　神
久米　　登さん（55）本　田
照井鉄 郎さん（82）菅谷地
久米　正子さん（71）今　泉
木村　孝一さん（80）八　掛
齊藤　恭子さん（78）上野際
　マサさん（87）大　町
橋　杏介さん（84）馬　町

深澤　 二さん（68）湯　竹
樽川クマノさん（94）土崎北部
佐藤武三郎さん（84）上 田
播間　春 さん（93）土崎南部
大久保兼藏さん（83）本　館
渡邉　良三さん（84）羽貫谷地
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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（１月４日～２月３日）

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

元日

振替休日

官公署仕事始め
美郷町消防団出初式（役場仙南庁舎前13:00）

新春「書き初め大会」（リリオス9:00）
わくわくおはなし「夢ふうせん」お話し会

（学友館10:30～11:00）
新春「歴史講演会」（六郷公民館14:00）
初級・中級スキー教室（大台スキー場9:30～14:30）
新春「囲碁・将棋・カルタ大会」
成人の日

リハビリ学級（六郷保健センター10:00～15:00）

図書館ボランティア「しゃぼんだま」お話し会
（千畑交流センター10:00～11:00）

初級・中級スキー教室（大台スキー場9:30～14:30）

操体法（六郷保健センター10:00～14:00）

新春講演会（アクアホール15:00～17:00）

図書館ボランティア「紙ひこうき」お話し会
（仙南交流センター10:00～11:00）

ユニカール教室（六郷体育館9:00）
初級・中級スキー教室（大台スキー場9:30～14:30）
ひまわり会（六郷保健センター13:30～15:30）

ふれあい談話室（仙南庁舎17:00～18:30）

ふれあい談話室（六郷庁舎17:00～18:30）

ふれあい談話室（千畑庁舎17:00～18:30）

リハビリ学級（六郷保健センター10:00～15:00）

第2回美郷町民フットサル大会（仙南体育館9:00）

第2回美郷町民フットサル大会（仙南体育館9:00）

町のカレンダー 町のカレンダー 

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）

　 2、3歳児 １月６日（金）
0、1歳児 １月13日（金） 9:30～11:30 なかよし園

ひまわり広場 2、3歳児 １月20日（金） （千畑幼稚園・保育園）

0、1歳児 １月27日（金）
2、3歳児 ２月３日（金）

１月４日（水）
１月６日（金）

六郷保育園１月10日（火）
１月13日（金）

自由に遊ぼう １月16日（月）

あそびにおいで

１月20日（金）
１月23日（月）
１月27日（金） 10:00～

わくわく児童クラブ

１月30日（月） （六郷字白山55－1）
2月１日（水）

　お正月遊びをしよう １月５日（木）
六郷保育園踊って・歌って遊ぼう １月12日（木）
　おはなしを聴こう １月18日（水）

1月のお誕生会 １月25日（水） わくわく児童クラブ
豆まきをしよう ２月３日（金）

子育て相談室開放
毎週月～金曜日

9:30～11:30（平日のみ）

子育て広場「ひだまり」
遊びにおいでよ！ １月４日（水）

10:00～11:30「おはなしなぁ～に？」 １月18日（水）
わんぱく広場「母親サークル」 １月11日（水） 9:30～11:30
おばあちゃん広場 １月25日（水） 10:00～11:30

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

＜2月の主な行事予定＞
 4 日（土） わくわくおはなし「夢ふうせん」お話し会
　　　　　　（学友館10:30～11:00）
11～15日 六郷のカマクラ
15日（水） 竹うち（秋田諏訪宮前カマクラ畑）

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

囲碁の部（六郷公民館9:00）
将棋の部（千畑交流センター9:00）
カルタの部（仙南交流センター9:00）


