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平成17年
（1月～12月）

平成18年
（1月～３月）

美郷交番からのおしらせ 
4月受付分

深澤廣治郎さん（91）四ツ谷
松田仙太郎さん（79）　塚
星山　隆一さん（57）本堂東部
野村ヨシヱさん（80）籠　林
藤岡　良一さん（92）安城寺上
齊藤　清一さん（72）第一暁
細井　キヱさん（83）本堂東部
佐藤テチヱさん（88）本堂東部
煙山　ユミさん（75）善知鳥
武田東三郎さん（74）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 

小原　トシさん（90）荒　町
照井　ヒサさん（94）今　泉
高橋　祐治さん（78）土崎南部
照井タツノさん（86）石　町
藤原ミツヱさん（93）安城寺下
佐藤　龍八さん（84）小荒川
橋　三郎さん（76）元本堂北部
喜代美さん（83）本　館

大西榮次郎さん（69）西高方町
橋ミヤノさん（86）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

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

しゅうき

橋　秀輝ちゃん　（正　人さん、瑠　美さん）　一丈木
る　か

本間　琉華ちゃん　（寿　也さん、美　穂さん）　中　関
はるな

高橋　陽奈ちゃん　（　信　さん、侑　希さん）　浮　池
ゆいな

野中　結菜ちゃん　（利　和さん、綾　子さん）　熊野団地
み　ゆ

加藤　美優ちゃん　（勝　美さん、千　晶さん）　石　神
まいか

戸澤　苺珈ちゃん　（道　祐さん、亜抄美さん）　西高方町
ゆうか

高橋　優香ちゃん　（利　彦さん、真　希さん）　荒　川
おうか

木村　桜香ちゃん　（智　也さん、麻　美さん）　八　卦
ゆうき

高山　勇希ちゃん　（清　孝さん、共　子さん）　本堂東部
り　い

橋　李維ちゃん　（　淳　さん、かおるさん）　第一暁
りょうま

大越　陵央ちゃん　（孝　洋さん、弥　生さん）　旭　町
な　お

橋　那臣ちゃん　（　忍　さん、麻依子さん）　小荒川

　おしあわせに　

　　やすらかに　　

人　口 23,516人（－10）

　男 11,237人（－10）

　女 12,279人（±０）

世帯数 6,721世帯（＋４）

　（　　）内は前月比　

「カギをかける」ことから始めましょう！
美郷町内で

住宅侵入窃盗の被害にあった家は
すべて無施錠でした

　昨年１年間に、美郷町内で被害にあった自転車盗、車上ね
らい、住居侵入窃盗のうち、カギをかけていなかった（無施
錠）割合は、
　自転車が60％、車が80％、住宅が100％　
ことし１月から３月までの割合は、
　車、住宅ともに100％　
と全国平均を大きく上回っています。
　好天に恵まれ、農繁期となるこの時期は、外出の機会が多
くなり、空き巣ねらい等の犯罪が多発する時期です。
　家を留守にするときだけではなく、就寝するとき、車から
離れるときなど、ほんの少しの時間でも、まず「カギをかけ
る」習慣を身につけることが大切です。

○被害の無施錠状況

区　　分 自転車 車上ねらい 住宅侵入窃盗

全　国 45.8％ 31.9％ 33.0％

秋田県 57.1％ 70.2％ 67.4％

美郷町 60.0％ 80.0％ 100％

全　国 45.7％ 30.6％ 28.4％

秋田県 65.8％ 95.4％ 74.6％

美郷町 ― 100％ 100％

※住宅侵入窃盗：家人が不在中に侵入する「空き巣」、夜間、家人が就寝中に侵
入する「忍込み」、日中、家人が在宅中に侵入する「居空き」の３つの手口によ
り、金品を盗む犯罪のこと。

あいで
らど～

 ！

現場はそのまま１１０番！！
～犯罪の被害にあったらすぐ届出を～

　万が一犯罪の被害にあった時や事件を知った時は、事
件を早期解決し、再犯を防止するためにも、現場に手を
触れず、そのままにし、すぐに110番通報するなどの届出
をお願いします。
大　仙　警　察　署　0187－63－3355 美　郷　交　番　0187－84－2004
美郷北駐在所　0187－85－3110 美郷南駐在所　0187－82－1100
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新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

齊藤　智裕さん　関　田
戸堀　幸子さん　大仙市

進藤　　峰さん　本堂西部
菊池　祝子さん　岩手県奥州市

永代　晃彰さん　小荒川
橋　愛理さん　横手市

森本　　猛さん　駅前下
　和子さん　横手市

橋　　遠さん　中　村
橋由美子さん　横手市

佐藤　　勉さん　耳　取
柏谷　直子さん　土崎北部

作左部雅行さん　由利本荘市
藤本小夜子さん　千屋北部

（

（

（
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木
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土

日

月

火

水

木

金

土

第52回秋田県高校総体・自転車競技
（六郷自転車競技場）3日～

平成18年度水防訓練（大仙市雄物川河川敷10:00～）

ふれあい談話室（役場仙南庁舎17:00～18:30）
くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00)

おはなし会「しゃぼん玉」
（千畑交流センター10:00～11:00）

自衛隊音楽隊コンサート（仙南公民館18:00～）
道路清掃ボランティア（一丈木公園駐車場8:00～）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

行政相談所（六郷公民館10:00～12:00）

図書館ボランティア「紙ひこうき」
（仙南交流センター14:00～15:00）

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

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

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

全血献血（千畑保健センター13:30～16:00）
操体法（六郷保健センター10:00～14:00）

ラベンダーまつり（千畑ラベンダー園）～７月9日　　
六郷中学校体育館一般開放（六郷中学校9:00～16:00）

～25日
映画上映会「クイール」（仙南公民館①14:00②19:00）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

（６月４日～７月４日）

町のカレンダー 町のカレンダー 

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「何でも食べて丈夫な体」 ６月９日（金）
２、３歳「何でも食べて丈夫な体」 ６月16日（金）
０、１歳「虫バイキンをやっつけろ！」 ６月23日（金）
０～３歳児「お誕生日おめでとう」 ６月30日（金）

６月５日（月）

６月９日（金）
６月12日（月）
６月14日（水）
６月19日（月）
６月21日（水）
６月23日（金）
６月26日（月）
６月30日（金）
７月３日（月）

プレゼントをつくろう（父の日） ６月16日（金）
６月生まれのお誕生会 ６月28日（水）

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！」 ６月７日（水）

10:00～11：30「おもちゃがいっぱい！」 ６月21日（水）
わんぱく広場「母親サークル」「おひさまとなかよし」 ６月14日（水） 9:30～11:30
おばあちゃん広場 「もうすぐ　七夕！」 ６月28日（水） 10:00～11：30

あそびにおいで
10:00～

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

いっしょにあそぼう！
　（室内や戸外で）

自由にあそぼ！
（室内や戸外で）

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

電話帳「そうごうページ」に掲載されている、次の施設の電話番号に誤りがありました。
正しい電話番号をお知らせしますのでご確認ください。
仙南保育園・仙南子育て支援センター　0187－83－3075　　仙南幼稚園　0187－83－2100

電話番号を
ご確認ください

〜

　　　　　　＜7月の主な行事予定＞

1日（土）　美郷べごっこまつり（大台野広場10:00～予定）
　　　　　第57回秋田県民体育大会・自転車競技

　　　　　（六郷自転車競技場）
2日（日）　美郷めぐり「湧水探訪」（町内10:00～16:00）
　　　　　　※詳しくは2～4ページをご覧ください。
　　　　　平成18年度美郷町消防訓練大会
　　　　　　　　（雁の里山本公園・消防訓練場8:30～）
3日（月）　全血献血（六郷保健センター10:00～16:00）
　　　　　操体法（六郷保健センター13:30～15:00）


