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美郷交番からのおしらせ 

5月受付分

北嶋　チヨさん（91）下前郷

播摩　アグさん（89）大　町

渡部　治郎さん（85）駅前上甲

熊谷　カネさん（77）土崎北部

佐藤金 郎さん（68）釜　蓋

嶋津藤太郎さん（96）一丈木

加藤　イヨさん（88）後三年

橋　孝利さん（61）黒　沢

　※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 5月末現在 

柴田　吉雄さん（55）熊　堂

瀬田川ミサさん（72）後三年

田郡　イサさん（74）石　町

橋長三郎さん（89）下 田

佐藤　キヨさん（94）糠　渕

照井　　斉さん（40）万願寺

藤井キミノさん（84）細　田

岡本　イネさん（95）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 る

橋　羽琉ちゃん　（　修　さん、由　佳さん）　土崎北部
なお

佐藤　　董ちゃん　（　勲　さん、千　春さん）　一丈木
ま あ や

田口真歩彩ちゃん　（智　弥さん、のぞみさん）　北雀柳
ゆうたい

橋　佑泰ちゃん　（広　平さん、美栄子さん）　一丈木
ゆうな

伊 　優菜ちゃん　（栄　樹さん、美由紀さん）　作　山
しゅん

奥山　　隼ちゃん　（　豪　さん、聡　子さん）　安城寺下

　おしあわせに　

　三輪　智重さん　上新町
　西村　幸子さん　大仙市
　高階　　繁さん　黒　沢
　澤山美奈子さん　仙北市

　
　やすらかに　　

人　口 23,495人（－21）

　男 11,230人（－７）

　女 12,265人（－14）

世帯数 6,725世帯（＋４）

　（　　）内は前月比　

山菜採り　行き先告げて　無理せずに
～迷ったら　その場動かず　救助待て～

　山菜採りシーズンとなりました。ゼンマイ、ワラビ、
タケノコ等の山の幸を求めて年々山に入る人が多くなっ
ていますが、これに伴い山での事故も増加しています。
　平成17年の６・７月の山菜採りに伴う遭難は29件32人
（死者２人）、うちタケノコ採りが27件30人（死者２人）と
なっています。

次のことに注意して
安全で楽しい山菜採りをしましょう

○家族等に行動計画を知らせる
　「どこの山に行くのか」「何時に帰宅（下山）するのか」を告
げて出かけましょう
○単独入山は危険です。複数で入山し、お互いの居場所
を確認しあいましょう。
○自分の体力・体調にあった行動をし、無理をしないよ
うにしましょう。
○目先の収穫よりも安全を第一に考えましょう。
○万一に備えた装備をしましょう。
　食糧・雨具・ライター・ナイフ・携帯電話等
　熊の被害防止にはラジオ・熊鈴・笛等も有効です
○万一遭難してしまったときは
　むやみに歩き回らず、暗くなったら大木の下等で雨風
を防ぎ、体力の消耗をしないようにし、捜索ヘリを見
つけたら見通しの良い場所に移動しタオル等を振って
居場所を知らせましょう。

警察官Bおよび女性警察官B採用試験を実施します

受験資格●昭和52年４月２日～平成元年４月１日まで
　　　　　に生まれた方
試験程度●高校卒業程度
受付期間●７月18日（火）～８月４日（金）
一次試験●９月16日（土）、17日（日）
※詳しくは最寄りの交番等にお問い合わせください。

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

（

（

中野　正人さん　作　山
深澤身和子さん　大仙市

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

（
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ラベンダーまつり（千畑ラベンダー園）7月9日まで

くるみの会（横手市10:00～15:00）

ユニカール＆囲碁ボール＆スマイルボーリング教室
（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）

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）
ふれあい談話室（六郷庁舎17:00～18:30）

海の日

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
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操体法研修会（六郷保健センター9:30～12:00）

町グラウンド・ゴルフ大会仙南予選
（雁の里山本公園　受付7:30～8:00）

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）

納涼の夕べ（六郷体育館19:00～）
町グラウンド・ゴルフ大会六郷予選

（あったか山グリーンパーク　受付8:00～8:30）
町グラウンド・ゴルフ大会千畑予選

（大台野広場　受付8:00～8:30）
ユニカール教室（リリオス9:00～）
ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

サマージャズコンサート
（仙南総合運動公園特設ステージ19:00～）

食生活改善学習会・医療講座
（六郷保健センター13:00～14:20）

（７月４日～８月４日）

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「七夕飾りを作ろう」 ７月７日（金）
０、1歳「水となかよし！」 ７月14日（金） 9:30～11:30

ひまわり広場 2、3歳「水となかよし！」「誕生会」 ７月21日（金）
0、1歳「水となかよし！」「誕生会」 ７月28日（金）
2、3歳「水あそび！」 ８月４日（金）
つくってあそぼう ７月５日（水） 六郷保健センター
ボールであそぼう ７月10日（月） わくわく園
いっしょにおどろう ７月14日（金）
いっしょにうたおう ７月18日（火）
いっしょにおどろう ７月19日（水） もとだて児童館

室内や戸外で
７月24日（月） わくわく園
８月４日（金） （六郷幼稚園・保育園）

七夕まつりをしよう ７月７日（金）
体をうごかしてあそぼう ７月12日（水）
７月生まれのお誕生会 ７月21日（金）
お話を聞こう ７月26日（水） 六郷保健センター

７月28日（金）
わくわく園水あそびをしよう！ ７月31日（月）

（六郷幼稚園・保育園）８月２日（水）

子育て相談室開放
毎週月～金曜日
（平日のみ）

９:30～11:30

７月５日（水） 10:00～11：30
子育て広場「ひだまり」「夏まつりにおいでよ！」 ７月22日（土）

17:00～19:00
仙南総合運動公園
すこやか園玄関前広場

わんぱく広場 「すこやか園に遊びにいこう！」 ７月12日（水） ９:30～11:30 すこやか園
おばあちゃん広場 「ともだち　いっぱい！」 ７月26日（水） 10:00～11：30 （仙南幼稚園・保育園）

あそびにおいで 10:00～12：00

　　　　　　＜8月の主な行事予定＞
　4　日（金）操体法（六郷保健センター13:30～15:00）
　5　日（土）清水まつり＜樽みこし＞

（六郷・琴平神社出発13:00～）
　6　日（日）舟っこ流し

（六郷・諏訪神社裏御伊勢堂川19:00～）
15日（火） 成人式（仙南公民館）

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）

自
由
に
あ
そ
ぼ
！

「遊びにおいでよ！」
＊お誕生日おめでとう！
＊七夕飾りを作りましょう。

＊今月はすこやか園の夏まつりに遊び
　にきてください。

第３水曜日（19日）はお休み
です。


