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美郷交番からのおしらせ 1月受付分

加藤龍之助さん（75）糠　渕
出雲孝四郎さん（87）中　島
煙山トラノさん（89）旭　町
佐藤　　榮さん（72）第二暁
高橋スナノさん（94）七　滝
梅川キミノさん（93）籠　林
高田　泰吉さん（89）野　中
佐藤彊三郎さん（85）上深井東
佐藤　武男さん（72）駅前上甲
天川　 治さん（78）荒　町
川　藤太さん（90）第二暁
後藤　ケンさん（78）森　先
野　良子さん（73）大　町
田中久之助さん（91）下鶴田
橋キヨヱさん（74）山本二

　※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 

佐々木一郎さん（86）野　中
柏谷　　守さん（50）第二暁
山下幸之助さん（89）作　山
小田嶋清道さん（81）西高方町
奥山　周造さん（70）西高方町
佐々木民男さん（69）　塚
水戸　ミツさん（92）元本堂南部
谷屋アキノさん（89）明田地
梅川　富夫さん（67）糠　渕
畠山ユキヱさん（91）押　切
佐々木孫右衛門さん（74）上中野町
杉山ハツヱさん（98）本堂西部
奥山ナツヱさん（90）　塚
高橋　俊誠さん（78）元本堂南部
柏谷　爲吉さん（94）土崎南部

亡くなったかた 年齢 行政区 亡くなったかた 年齢 行政区

あなたは夜道の歩行中にヒヤッとした
経験はありませんか？

　歩行中の交通事故死者の約７割は夜間の被害者で
す。
　平成16年中の歩行中の交通事故死者は2,250人に達
し、このうち、夜間の死者数が69％を占めます。
　特に午後５時から８時までの間の被害者が最も多
くなっています。

反射材を着用すれば、こんなに安全です

　夜間の歩行中の交通事故防止には、ドライバーか
ら見つけられやすくすることも効果的です。
　夜、ライトを付けた車は歩行者からよく見えま
す。しかし、車から歩行者が見えているとは限りま
せん。
　反射材を付けて、あなたの存在を車（運転者）に知ら
せてください。反射材は、ライトが当たると光りま
す。

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

せいな

今野　聖奈ちゃん　（梓　土さん、登紀子さん）　上深井西
たみと

齊藤　民翔ちゃん　（民　寿さん、亜　紀さん）　土崎北部
り お

倉田　琳央ちゃん　（太　一さん、恵美子さん）　旭　町
ゆうき

小場　夕貴ちゃん　（裕　之さん、菜穂子さん）　上菻沢
つばき

澁谷　　椿ちゃん　（裕　司さん、加奈子さん）　糠　渕
れ み

渋谷　玲美ちゃん　（英　樹さん、好　子さん）　下菻沢
ひかる

高柳　　光ちゃん　（英　幸さん、郁　子さん）　土崎北部
あい

伊藤　　愛ちゃん　（　悟　さん、光　子さん）　千屋南部
橋きずなちゃん　（康　宏さん、智　美さん）　上新町

ゆうと

久米　悠登ちゃん　（　等　さん、菜穂子さん）　中　関
しゅう

高橋　　柊ちゃん　（真　人さん、静　香さん）　下野際
ゆ り か

佐藤友梨香ちゃん　（　修　さん、順　子さん）　金西谷地中

　おしあわせに　

　福田　由徳さん　中前郷　
　大野　純子さん　湯沢市
　 橋　佳才さん　紀の国
　菅原香奈子さん　大仙市
　

　　やすらかに　　

新郎・新婦 行政区等

人　口 23,626人（－10）

　男 11,309人（－15）

　女 12,317人（＋５）

世帯数 6,714世帯（±０）

　（　　）内は前月比　

昼　31％ 
703人 

歩行中の死者数 
2,250人 

夜　69％ 
1,547人 

▲ 
ヘッドライト 
下向き 
 

▲ 
黒っぽい服装 
約26m

▲ 
明るい服装 
約38m

▲ 
反射材着用 

約57m

■夜間の車から歩行者が見える距離
　　（ヘッドライト下向きで測定）

橋　洋平さん　下 田
佐藤　智美さん　荒　町
高橋　　忍さん　琴　平
倉　信子さん　仙北市
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新郎・新婦 行政区等
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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）

第2回美郷スポーツ少年団フットサル大会
（仙南総合体育館リリオス9:00）

心の健康を考える「医療講座」（仙南公民館13:30）

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「しゃぼん玉」お話し会
（千畑交流センター10:00～11:00）

ひまわり会（六郷保健センター13:30～16:00）

町のカレンダー 町のカレンダー 
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

献血（六郷保健センター10:00～11:00、14:00～16:00）
操体法（六郷保健センター13:30～15:00）
春分の日
美郷町男女混合家庭バレーボール大会

（仙南総合体育館リリオス8:30）
小中学校春季休業　～4月3日（月）

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「紙ひこうき」お話し会
（仙南交流センター14:00～15:00）

献血（千畑保健センター14:00～16:00）
ひまわり会（いきいき館13:30～16:00）
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）

（３月４日～４月４日）
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

事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場
毎週月～木曜日 なかよし園

なかよし園開放 （平日のみ） 9:30～11:30
※3月17日（金）まで （千畑幼稚園・保育園）

ひまわり広場　　　　今年度の「ひまわり広場」は終了しました。平成18年度は５月からスタートします。

３月６日（月）
　 もとだて児童館

（六郷字八幡44－1）

３月10日（金）
わくわく児童クラブ
（六郷字白山55－1）

３月13日（月） もとだて児童館
自由に遊ぼう ３月17日（金）

わくわく児童クラブ３月20日（月）
あそびにおいで ３月24日（木）

六郷保育園
３月27日（月）
３月31日（金）

10:00～

４月３日（月）
雪遊びをしよう ３月８日（水）

わくわく児童クラブお楽しみ会 ３月15日（水）
エプロンシアターを見よう ３月22日（水）

六郷保育園３月のお誕生会 ３月29日（水）
はじめまして ４月５日（水） もとだて児童館

毎週月～金曜日
すこやか園

子育て相談室開放
（平日のみ）

9:30～11:30 （仙南幼稚園・保育園）
子育て相談室

子育て広場「ひだまり」
わんぱく広場「母親サークル」
おばあちゃん広場

今年度の「子育て広場」「わんぱく広場」「おばあちゃん広場」は終了しました。
平成18年度は５月からスタートします。

町内小中学校等の卒業・卒園式
10日（金）千畑中学校卒業式（同校10:00）

六郷中学校卒業式（同校13:30）
11日（土）仙南中学校卒業式（同校10:00）
15日（水）千畑南小学校卒業式（同校10:00）
16日（木）千屋小学校、仙南東小学校、六郷東根小学校

六郷小学校卒業式（各校10:00）
17日（金）金沢小学校、仙南西小学校卒業式（各校10:00）

千畑幼稚園・保育園、
六郷幼稚園・保育園卒園式（各園10:00）

18日（土）仙南幼稚園・保育園卒園式（同園10:00）

＜４月の主な行事予定＞　5日（水）　町内幼稚園・保育園入園式　　6日（木）　町内中学校入学式　　7日（金）　町内小学校入業式　　


