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美郷交番からのおしらせ 12月受付分

泉　　龍藏さん（75）赤　城
山田　ウタさん（90）大　町
佐藤ミヨノさん（95）第二暁
深澤トミヱさん（85）下 田
石山三四治さん（79）野　中
古川　鳳龍さん（76）古　町
橘　トミヱさん（88）明田地
森元　ミヨさん（77）糠　渕
鎌田　キヱさん（87）上 田
中野キヨノさん（87）浮　池
橋　京子さん（65）　塚
熊谷健市郎さん（88）米ノ口
佐藤　ハルさん（90）元　村
湯川　イチさん（82）西高方町

　※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 

東海林キミさん（85）下野際
村田　 雄さん（71）中前郷
橋　 子さん（76）関　田
橋　ツヱさん（88）本堂西部
斧谷　カチさん（78）下野荒町
藤岡　秀三さん（82）本堂東部（真昼荘）
階　一三さん（80）黒　沢
佐藤　正雄さん（81）万願寺
　和子さん（71）後三年

二見　金治さん（64）旭　町
久米　ツヤさん（84）金沢西根谷地中
照井　テルさん（85）本　田
栗林　アイさん（89）上　町
若畑　ユリさん（75）黒　沢
佐藤　寿子さん（36）小荒川

亡くなったかた 年齢 行政区 亡くなったかた 年齢 行政区

畠山　貴好さん　押　切
蒔苗　　梓さん　大仙市

澤村　大輔さん　旭　町
藤原　香代さん　大仙市

人　口 23,636人（－26）

　男 11,324人（－２）

　女 12,312人（－24）

世帯数 6,714世帯（＋３）

　（　　）内は前月比　
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新郎・新婦 行政区等 新郎・新婦 行政区等

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

りょうと

深澤　了斗ちゃん　（直　樹さん、直　子さん）　四ツ谷
ひろあき

佐藤　大明ちゃん　（　久　さん、真由美さん）　釜　蓋
はなえ

佐藤　華恵ちゃん　（　久　さん、真由美さん）　釜　蓋
み き

坪井　美姫ちゃん　（史　樹さん、ひとみさん）　一丈木
さ き

伊藤　咲季ちゃん　（重　樹さん、勝　子さん）　上深井東
ひろむ

橋　広夢ちゃん　（洋　平さん、香奈子さん）　外川原
め い

坂本　萌依ちゃん　（孝　志さん、幸　代さん）　田の尻
ただあつ

安保　忠篤ちゃん　（忠　広さん、範　子さん）　鶴　水

　おしあわせに　

　田口　智弥さん　北雀柳
　伊藤のぞみさん　秋田市

　坂本　　誠さん　田の尻
　椎名嘉世子さん　東京都小平市

　　やすらかに　　

「振り込め詐欺」「インターネット詐欺」
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。最近では、インター
ネットを悪用した詐欺事件も多発し、これら身近な知能犯罪
が増えています。
　秋田県内における平成17年12月末の「振り込め詐欺」などの
被害は、

　合計被害件数321件の被害総額1億9,389万596円でした。決し
て他人事ではありません。詐欺師の罠にかからないよう十分
に気をつけましょう。

　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、身の代金目的誘拐、わいせつ
行為、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。

　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。

　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などを請求し現金を振り
込ませるものです。

対策a安易に申し込みをしないことが先決です。金融会社
が融資前に現金を送金させることはありませんし、融資
前に手数料などの現金振込を要求してきたら、これはお
かしいと疑ってください。

　インターネット利用詐欺の手口と対策　
手口aネット上のオークションやショッピングを悪用し、
落札者や申込者へ商品を送らずに代金を騙し取るもので
す。

対策a取引相手とは、メールだけでなく、住所・氏名・連
絡先電話番号などを確実に把握し他の方法でも連絡を
とってください。取引の際は、第三者を介する代金引換
を利用するのがより安全です。

　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。

秋田県警察本部県民安全相談センター  …　1018－864－9110
　 または　♯9110

大仙警察署 ……………………… 10187－63－3355
美郷交番 ………………………… 10187－84－2004
美郷北駐在所 …………………… 10187－85－3110
美郷南駐在所 …………………… 10187－82－1100

オレオレ詐欺 被害件数 8件 被害額 12,990,500円

架空請求詐欺 被害件数 42件 被害額 57,190,894円

融資保証金詐欺 被害件数 135件 被害額 111,652,355円

インターネット利用詐欺 被害件数 136件 被害額 12,056,847円
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わくわくおはなし「夢ふうせん」お話し会
（学友館13:30～14:00）

子どもみまもり隊結成集会（六郷公民館15:00）
ふれあい談話室（仙南庁舎17:00～18:30）
　

リハビリ学級（六郷保健センター10:00～15:00）
建国記念の日
六郷のカマクラ（～15日）
図書館ボランティア「しゃぼん玉」お話し会

（千畑交流センター10:00～11:00）
六郷小学校音楽部「第9回ありがとうコンサート」

（仙南公民館13:30～15:30）

ひまわり会（六郷保健センター13:30～16:00）

美郷めぐり「冬」（町内12:00～15:00）
六郷のカマクラ「竹うち」

（秋田諏訪宮前カマクラ畑20:00）
ふれあい談話室（千畑庁舎17:00～18:30）

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
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第6回歴史講演会（町老人福祉センター「清水苑」13:45）
　

操体法（六郷保健センター13:30～15:00）

　

ふれあい談話室（六郷庁舎17:00～18:30）　

　

リハビリ学級（六郷保健センター10:00～15:00）

ユニカール大会（仙南総合体育館リリオス9:00）
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14:00～15:00）

ひまわり会（いきいき館13:30～16:00）

（２月４日～３月３日）

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）

0、1歳児 ２月10日（金） 9:30～11:30 なかよし園

ひまわり広場 2、3歳児 ２月17日（金） （千畑幼稚園・保育園）

0、1歳児 ２月24日（金）
２月６日（月） わくわく児童クラブ
２月10日（金） 六郷保育園
２月13日（月） もとだて児童館

自由に遊ぼう
２月17日（金） 六郷保育園
２月20日（月） もとだて児童館

あそびにおいで ２月24日（金） 10:00～ 六郷保育園
２月27日（月）
３月３日（金）

　
天筆を書こう ２月８日（水）

わくわく児童クラブ
雪遊びをしよう ２月15日（水）

（六郷字白山55－1）
２月のお誕生会 ２月22日（水）
おひなさまを作ろう ３月１日（水）

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」 冬を楽しくリズムでゴーゴー！ ２月15日（水） 10:00～11:30
わんぱく広場「母親サークル」 ２月８日（水） 9:30～11:30
おばあちゃん広場 ２月22日（水） 10:00～11:30

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

＜３月の行事予定＞
4日（土）　わくわくおはなし「夢ふうせん」お話し会

（学友館13:30～14:00）
10～11日　町内中学校卒業式
15～17日　町内小学校卒業式
17～18日　町内幼稚園・保育園卒園式


