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美郷交番からのおしらせ 
6月受付分

　※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 6月末現在 

小田島 次郎さん（91）橋　本
畠山　ヨシさん（89）本道町
小田長專治さん（73）下野荒町
田口マサヨさん（88）上 田
藤井ハツヱさん（92）耳　取
照井富太郎さん（83）後三年
額田　晃寳さん（86）西高方町
西鳥羽銀治さん（88）　塚
戸澤　敏雄さん（77）琴　平
杉澤キヨノさん（90）本堂東部
後藤　貞治さん（92）本　田
永代　正雄さん（79）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

ゆき と

小田長幸翔ちゃん　（秀　幸さん、友　美さん）　寺　田
ま お

斉藤　真央ちゃん　（祐　悦さん、奈智美さん）　下野荒町
じん

照井　　尋ちゃん　（貴　徳さん、幸　恵さん）　下夕堰
そうた

谷口　創太ちゃん　（雅　晴さん、祐　子さん）　今　泉
せいいちろう

土門誠一朗ちゃん　（　篤　さん、直　美さん）　下中野町
かな ほ

佐藤　叶帆ちゃん　（拓　也さん、路　子さん）　熊野団地
る な

照井　瑠那ちゃん　（　明　さん、真　樹さん）　大　町
れいな

加藤　伶菜ちゃん　（一　行さん、里　枝さん）　小安門団地
ゆうた

上野　悠太ちゃん　（　渉　さん、　綾　さん）　馬　町
こうせい

橋　昊誠ちゃん　（勝　彦さん、幸　谷さん）　上畑屋
み ゆ

伊藤　美結ちゃん　（　宏　さん、真希子さん）　上笹巻
しゅん

畠山　　隼ちゃん　（貴　好さん、　梓　さん）　押　切
深沢ひまりちゃん　（英　明さん、優　子さん）　四ツ谷

ひろき

澤田　大輝ちゃん　（博　元さん、由里絵さん）　下野際
たいよう

天川　太陽ちゃん　（清　孝さん、麻衣子さん）　土崎北部
る い

五十嵐琉唯ちゃん　（雅　俊さん、博　美さん）　本堂西部

　おしあわせに　

　川本健太郎さん 米　町
　 橋　洋美さん 大仙市

　高橋　智重さん 大　坂
　阿部　朋美さん 仙北市

　やすらかに　　

人　口 23,475人（－20）

　男 11,218人（－12）

　女 12,257人（－８）

世帯数 6,724世帯（－１）

　（　　）内は前月比　

暑くとも　気持ちさわやか　安全運転
～夏の交通安全県民総ぐるみ運動～

　夏の交通安全県民総ぐるみ運動が、８月１日から８月
10日までの10日間実施されます。
　運動のスローガンは「急がずに　マナーとゆとりで　交
通安全」となっております。
　例年この時期は、夏の暑さや行楽などによる解放感、
疲労などからくる無謀運転や飲酒運転などに伴う交通事
故が多発しています。
　このような事故を防止するため、県民一人ひとりの交
通安全意識を高め、交通ルールの遵守と交通マナーの実
践を習慣付けることを目的に、県民総ぐるみの運動とし
て実施するものです。
　次のことに注意し、無事故で楽しい夏を過ごしましょ
う。

○事前に行き先や経由地の道路状況、混雑状況を調
べ、少なくとも２時間に１回は休憩をとる無理のな
い計画を立てましょう。
○夏は暑さのため体力が消耗し、居眠り運転やぼんや
り運転につながります。
　　遠出をする前日は、夜更かしをせず十分に睡眠を
とって、暴飲、暴食は慎みましょう。
○高速道路で眠くなったときは、パーキングエリアで
休憩をとりましょう。
○車間距離が短いと極度の緊張から、疲労の原因とな
ります。スピードに応じた十分な車間距離で、心に
ゆとりをもった運転をしましょう。
○シートベルトは、致命傷となりやすい頭や胸の損傷
を防ぐだけではなく、正しい運転姿勢の確保や運転
による疲労の軽減、安全運転意識の向上につながる
効果があります。
　　また、チャイルドシートは、日常の運転による発
進、ブレーキ、カーブ時の衝撃や振動を吸収し、万
一の衝突時にも衝撃をやわらげ幼児を守る効果があ
ります。
　　シートベルトは、助手席や後部席の同乗者にも着
用させるほか、小さな子どもにはチャイルドシート
を必ず使用しましょう。

高 　兼吉さん（77）後三年
河西　昭子さん（73）西高方町
坂本　京子さん（87）千屋北部
田村サワヱさん（88）旭　町
鶴谷キヨノさん（101）町　田
加藤　チヨさん（86）大　坂
橋　リヱさん（84）元　村
男鹿ヲミヨさん（94）作　山
佐藤　準一さん（57）橋　本

弥四郎さん（95）上畑屋
橋　俊雄さん（55）大　柳
小田島了次さん（79）橋　本

高橋　宏典さん　千屋中部
安藤　郁実さん　仙北市

照井　義伸さん　谷地中
小原志寿子さん　横手市
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清水まつり＜樽みこし＞
※詳細は11ページをご覧ください。

道路清掃ボランティア（六郷温泉あったか山8:00～）
ユニカール教室（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）
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）
舟っこ流し（六郷・御伊勢堂川19:00～）
操体法（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）

移動もとだて児童館「児童劇団がやってくる！」
（ふれあいセンター13:30～15:00）

全血献血（スーパーセンター仙南10:00～16:00）

魚のつかみどり大会（六郷・御伊勢堂川10:00～）
※詳細は11ページをご覧ください。

成人式（仙南公民館10:00～）

県民と知事との意見交換会（名水市場湧太郎14:00～）

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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映画上映会「ハードル」（仙南公民館①14:00②19:00）　
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）
（19日～22日）国体リハーサル大会　　　　　　
第41回全国都道府県対抗自転車競技大会

　（六郷自転車競技場他）
　※詳細は2～3ページをご覧ください。

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）
全県かけ唄大会（六郷・熊野神社19:30～）
ふれあい談話室（千畑庁舎17:00～18:30）

第１回健康を考えるつどい
（仙南公民館、受付12:30～13:00）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

（８月２日～９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歳児「水あそび」 ８月４日（金）
０、１歳児「水あそび」 ８月11日（金） 9:30～11:30

ひまわり広場 ２、３歳児「水あそび・魚つり・誕生会」 ８月18日（金）
０、１歳児「水あそび・魚つり・誕生会」 ８月25日（金）
２、３歳児「体を動かして遊ぼう！」 ９月１日（金）
体をうごかしてあそぼう ８月４日（金）

　　　　　　 水あそびをしよう ８月７日（月）
ボーリングであそぼ！ ８月９日（水）
水あそびをしよう！ ８月11日（金） 　　　　　　　　
しゃぼん玉であそぼ！ ８月16日（水）
水あそびをしよう ８月17日（木）

魚つりゲームであそぼ！ ８月18日（金）
砂あそびをしよう ８月21日（月）
すいか割りをしよう ８月23日（水）
８月生まれのお誕生会 ８月25日（金）
体をうごかしてあそぼう ８月28日（月）
つくってあそぼう ８月30日（水）

体をうごかしてあそぼう ９月１日（金） もとだて児童館
うたってあそぼ！ ９月４日（月） わくわく児童クラブ

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」
８月２日（水）

10:00～11:30８月23日（水）
わんぱく広場 「夏の遊びを楽しもう！」 ８月９日（水） ９:30～11:30

おばあちゃん広場 ８月30日（水） 10:00～14:30 南部シルバーエリア

あそびにおいで 10:00～12：00

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
わくわく児童クラブ
もとだて児童館
六郷保健センター

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）
六郷保健センター

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

「元気いっぱい水遊び！」

「遊びにおいでよ！」
　＊お誕生日おめでとう！

「おばあちゃん（おじいちゃん）
と遠足に行こう！」

＜9月の主な行事予定＞
9月1日（金）　元気アップセミナー

（六郷保健センター13:30～15:00）
9月4日（月）　操体法

（六郷保健センター10:00～11:30）
9月6日（水）　くるみの会

（六郷保健センター10:00～15:00）




