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美郷交番からのおしらせ 3月受付分
（一部１月受付分）

福田　　勇さん（79）寺　田
最上　行雄さん（40）上新町
深澤　キヱさん（74）大　畑
杉本信二郎さん（76）南　町
階　健一さん（89）第一暁
佐藤ミキ子さん（90）今　泉
照井　滿雄さん（77）土崎北部
鈴木　チヤさん（86）寺　田
佐藤　　誼さん（69）下千間谷地
煙山長右ェ門さん（91）外川原
冨樫　龍孝さん（68）千屋中部
鈴木　昭治さん（79）安城寺上
武野　竹藏さん（91）上新町
本間　リヱさん（83）下畑屋
橋信太郎さん（64）　塚
樋場　勝郎さん（63）旭　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 3月末現在 

辻嶋チヨ子さん（71）押　切
長谷川隆治さん（79）千屋北部
柏谷　ノブさん（80）第二暁
鈴木　サヨさん（90）浮　池
佐藤　リヨさん（78）下タ堰
深澤　良雄さん（55）作　山
深澤タツヱさん（88）中　野
橋　　隆さん（49）外川原

継田　健二さん（39）下野荒町
大坂　イヱさん（92）佐　野
高橋　　章さん（72）上深井西
橋　　侃さん（68）上畑屋

田口サダ子さん（79）本堂東部
橋　寛一さん（92）千屋中部
橋　ツヨさん（81）外川原

高橋トクヱさん（80）雀　柳
久米　辰夫さん（68）東高方町

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

はな

大崎　　花ちゃん　（弘　一さん、奈美子さん）　上新町
り の あ

佐々木琳乃葵ちゃん　（俊　光さん、桂　子さん）　土崎北部
みずき

野村　美月ちゃん　（恭　司さん、香　澄さん）　籠　林
きよか

伊藤　陽花ちゃん　（　崇　さん、由美子さん）　駅前中
ふうや

武藤　楓弥ちゃん　（徹　也さん、亜希子さん）　　塚
はゆま

鈴木　隼磨ちゃん　（　忍　さん、美奈子さん）　安城寺下
じゅんや

長澤　潤弥ちゃん　（　喬　さん、ゆかりさん）　大　坂
おうた

深澤　桜太ちゃん　（慎太郎さん、真　弓さん）　羽貫谷地
え り

畠山　愛梨ちゃん　（　仁　さん、加代子さん）　関　田
あかね

藤井　明音ちゃん　（謙　一さん、功　子さん）　筑後屋敷

　おしあわせに　

　 橋　悟司さん　湯　竹
　熊谷真由子さん　大仙市

　倉田　宗介さん　横手市
　 橋　幸子さん　上鑓田

　 岡　克宜さん　湯沢市
　五十嵐千恵さん　上深井西

　　やすらかに　　

奥山伊久弥さん　横手市
佐藤　裕子さん　万願寺

熊谷　和音さん　寺　田
伊藤麻知子さん　南　町

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

人　口 23,526人（－84）

　男 11,247人（－45）

　女 12,279人（－39）

世帯数 6,717世帯（－８）

　（　　）内は前月比　
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 「振り込め詐欺（恐喝）」等にご用心
～振り込め詐欺かなと思ったら、まず警察の相談窓口へ～

　振り込め詐欺（恐喝）には、いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」、「架
空請求詐欺（恐喝）」、「融資保証金詐欺」の３種類があります。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、お金を振り込むよう要求してくる詐欺事件が増加傾向にあり
ます。「何か変だな」と思ったら交番へご連絡ください。

オレオレ詐欺の手口と対策
  被害者の約８割が女性。特に中高年に被害が集中しています。
　孫、息子、警察官、弁護士、保険会社社員等を装って電話をか
け「主人が痴漢で逮捕された」、「息子やご主人が交通事故を起こし
た」などと言って示談金名目の現金を振り込ませるケースが増えて
います。また、暴力団員を装い「お宅の子どもを誘拐した」、「お宅
の息子や孫が貸した金を返さない」などと身代金や借金の返済を要
求するケースも登場してきました。
●被害に遭わないための電話の対処方法　
　①自分から先に夫・子どもなどの名前を呼ばず、相手から先に
名乗らせる。

　②相手に家族の名前・住所などを聞き、本人かどうか確かめ
る。

　③電話を切った後、本人・家族・関係者と連絡をとり、事実を
確認する。

　④事実が確認できない時は振り込まない。
　※警察官が示談を勧めることは決してありません。相手の警察
署、弁護士事務所名等を聞き、電話帳で調べてかけ直し、事
実を確認してください。

架空請求詐欺の手口と対策
　被害者の約６割が男性。特に若年層への有料サイト利用料金請
求が最多です。
　最近の架空請求の手口として、裁判手続きを装ったハガキの送
付や請求書に振込先の銀行口座を明記せず、指定の電話番号、携
帯電話番号に連絡させて振込口座を指定するケースや迷惑メール
に記載されたＵＲＬをクリックしただけで高額な利用料金を請求
するケースなどが増えています。
※特に「万が一、身に覚えのない場合、早急にご連絡ください。」
という文章にだまされないよう、くれぐれもご用心ください。
  ●被害に遭わないための対処方法
  　①身に覚えのない請求のハガキやメールは無視し、請求の電話

にも断固拒否する。
  　②不審なメールに記載されたＵＲＬにはアクセスしない。
  　③相手に直接連絡をしない。自分の住所氏名を教えない。
  　※念のため請求書や請求メールは保存しておきましょう。
 融資保証金詐欺の手口と対策
　実際に融資しないにも関わらずＤＭやメールで融資の勧誘を行
い、電話等で申込みをした客に対し「あなたは借入金多数として登
録されており、融資することができません。ただし、保証協会費
を納めてそのデータを抹消すれば再び融資を受けることが出来ま
す」などと告げ、指定口座に現金を振り込ませるもの。
 ●被害に遭わないための対処方法
  　融資の前提として現金を振り込ませることなど、正規の貸金業
者ではあり得ないことです。決して信用して振り込まないでくだ
さい。

秋田県警察本部県民安全相談センター　1018-864-9110
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
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国民の休日

こどもの日

わくわくおはなし「夢ふうせん」
（学友館10：30～11：00）

行政相談所（六郷公民館10：00～12：00）

ふれあい談話室（千畑庁舎17：00～18：30）
くるみの会（六郷保健センター10：00～15：00）
ユニカール・バウンドテニス教室（千畑体育館9：00～）
おはなし会「しゃぼん玉」

（千畑交流センター10：00～11：00）
図書館ボランティア「紙ひこうき」

（仙南交流センター10：00～11：00）

操体法（六郷保健センター13：30～15：00）

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

成分献血（六郷保健センター10：00～16：00）
くるみの会（六郷保健センター10：00～15：00）

ひまわり会（六郷保健センター10：00～11：30）

（５月４日～６月４日）

（5月4日～31日）町のカレンダー町のカレンダー

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）

もとだて児童館
（六郷字八幡44―1）

わくわく児童クラブ
（六郷字白山55―1）

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）

9:30～11:30
ひまわり広場

０、１歳 ５月12日（金）
２、３歳 ５月19日（金）
０、１歳 ５月26日（金）
２、３歳 ６月２日（金）

自由に遊ぼう

５月８日（月）

５月15日（月）
５月19日（金）
５月26日（金）
５月31日（水）

プレゼントを作ろう①（母の日） ５月10日（水） もとだて児童館
プレゼントを作ろう②（母の日） ５月12日（金） わくわく児童クラブ

体を動かして遊ぼう
５月17日（水）

もとだて児童館５月29日（月）
お話を聞こう ５月22日（月） わくわく児童クラブ
５月のお誕生会 ５月24日（水）

もとだて児童館シャボン玉で遊ぼう ６月２日（金）

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「母親サークル」 ５月10日（水） ９:30～11:30
わんぱく広場「ひだまり」 はじめまして　よろしくね！ ５月17日（水） 10:00～11:30
おばあちゃん広場 ５月24日（水） 10:00～11:30

あそびにおいで 10:00～


