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美郷交番からのおしらせ 7月受付分

川本　辰雄さん（66）佐　野
大 　　勲さん（64）下野際
天川　フミさん（74）荒　町
継田　キサさん（95）糠　渕
高橋　修次さん（69）野　中
関水八千代さん（81）旭　町
天川　龍治さん（76）赤　城
橋　秀雄さん（83）　塚
小澤テツヱさん（72）佐　野
森元キミ子さん（79）安城寺上
大坂　良典さん（55）佐　野
深田　和弘さん（49）下畑屋

　※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 7月末現在 

武藤梶之助さん（74）上畑屋
齊藤　ナツさん（75）元本堂北部
本間　愛子さん（76）中　関
佐藤　フミさん（95）上深井東
武田　スミさん（91）大荒田
木村忠二郎さん（68）下野荒町
新田　ノブさん（84）琴　平
タツヱさん（87）大　畑

鎌田亥治郎さん（71）笹　巻
新田　ハナさん（79）大　坂
テツヱさん（81）上畑屋

煙山　節江さん（86）外川原
川　一郎さん（93）千屋南部

亡くなったかた 年齢 行政区 亡くなったかた 年齢 行政区

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

かなみ

野村　叶実ちゃん　（和　章さん、由　美さん）　下野荒町
たつる

小川　　立ちゃん　（大　道さん、真由子さん）　東高方町
しゅうま

石田坂脩真ちゃん　（　勲　さん、友　恵さん）　上新町
れん

小林　　蓮ちゃん　（　忍　さん、淳　子さん）　新　田
ゆ　い

佐々木結彩ちゃん　（一　典さん、淳　子さん）　羽貫谷地
みすず

澤村　美鈴ちゃん　（大　輔さん、香　代さん）　野　中
まさひろ

栗林　正浩ちゃん　（宏　昌さん、良　枝さん）　馬　町
れん

加藤　　蓮ちゃん　（清　勝さん、美由紀さん）　小荒川
ななせ

橋南々星ちゃん　（佳　才さん、香奈子さん）　紀の国
ゆづき

福田由津騎ちゃん　（由　徳さん、純　子さん）　中前郷
あ　こ

小西　亜子ちゃん　（嘉　之さん、美　咲さん）　関　田

　おしあわせに　

　後藤　卓也さん　本堂西部
　照井　幸福さん　横手市
　松村　広二さん　大仙市
　 橋　春奈さん　小荒川
　坂本　道成さん　長岡森
　関口　香織さん　横手市
　芳賀　勇助さん　荒　町
　森木しおりさん　福島市
　木村　倫也さん　八　卦
　大屋敷千春さん　横手市

　　やすらかに　　

樫尾　直也さん　土崎北部
野荒　純子さん　上新町
田沢　　悟さん　千屋南部
加賀谷里美さん　大仙市
木村　　潤さん　米ノ口
鈴木　裕美さん　耳　取
照井　義和さん　元　村
佐藤　昭子さん　横手市
大久保岳由喜さん　上天神堂
竹田　和代さん　仙北市

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

人　口 23,459人（－16）

　男 11,208人（－10）

　女 12,251人（－６）

世帯数 6,722世帯（－２）

　（　　）内は前月比　
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警察の相談窓口♯9110

～警察相談　かけて安心　♯9110～

９月11日（月）は「警察相談の日」

　一人で悩まず相談を　
　警察では、防犯、交通に関することなど、いろいろな相
談に応じています。
　家庭内の暴力や子どもの非行、ストーカーなどの身近な
問題・不安など、どこに相談してよいか分からず一人で悩
んでいる人の相談に担当者が応じています。
　相談は、無料で秘密を厳守しますので安心して相談がで
きます。
　電話での相談は、県安全相談センター

　♯９１１０（０１８－８６４－９１１０）　

におかけください。
　『♯９１１０』は、全国どこからでも、家庭の電話（プッ
シュ回線）や公衆電話、携帯電話、ＰＨＳでプッシュすれ
ば、最寄りの警察総合相談窓口に直接つながります。

　このほか、警察では専門的な立場から相談に応ずるもの
として、次の相談電話があります。

●レディース110番（性犯罪等相談）
　1０１２０－０２８－１１０
　※夜間、休日は男性相談員が対応する場合もあります。

●やまびこ電話（少年相談）
　1０１８－８２４－１２１２

●サイバー犯罪相談（コンピューター犯罪相談）
　1０１８－８６５－８１１０
　 E－mail  cyber110@viola.ocn.ne.jp

●大仙警察署への相談
　大仙警察署では、住民安全相談所に専門相談員を配置し
て相談に応じています。
　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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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）

成分献血（千畑保健センター10:00～16:00）

歩け走ろう会（六郷保健センター前8:30～）
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）
敬老会（千畑体育館10:00～）　　　　　　　　　　　
名水茶会（名水市場湧太郎他10:00～15:00）　　　　
第3回サイクルスタンプラリーin美郷（町内9:00～）
ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

くるみの会（仙南公民館8:30～15:00）

敬老会（仙南体育館10:00～）

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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敬老の日

ふれあい談話室（仙南庁舎17：00～18：30）

秋分の日
おはなし会「しゃぼん玉」

（千畑交流センター10：00～11：00）
敬老会（六郷体育館10:00～）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

町立中学校間運動部交流＜女子バスケットボール部＞
（総合体育館アスパル8:45～）

（9月４日～10月４日）

町のカレンダー 町のカレンダー 

＜10月の主な行事予定＞

10月14日（土）～15日（日）
　　長者の山全国大会（千畑体育館）

10月28日（土）～29日（日）
　　美郷フェスタ（千畑体育館他）

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

問い
合わせ

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）

ひまわり広場

０、１歳児「親子で、体を動かして遊ぼう！・誕生会」 ９月８日（金）
２、３歳児「運動会ごっこでがんばろう！」 ９月15日（金）
０、１歳児「運動会ごっこで遊ぼう！」 ９月22日（金）
０～３歳児「運動会ごっこ、楽しかったね！」 ９月29日（金）
うたってあそぼう ９月４日（月） 　 わくわく児童クラブ
砂あそびをしよう ９月６日（水） わくわく園　
ボールであそぼう ９月８日（金） もとだて児童館
しゃぼん玉であそぼう ９月11日（月）
リズムあそびをしよう ９月13日（水）
虫をさがそう ９月15日（金） もとだて児童館
ボールであそぼう ９月19日（火）

カラーフープであそぼう ９月20日（水）
かけっこしよう ９月22日（金） もとだて児童館

９月生まれのお誕生会 ９月25日（月） わくわく園
つくってあそぼう ９月27日（水） 六郷保健センター
ちびっこ運動会 ９月29日（金） もとだて児童館
おはなしを聞こう 10月２日（月） わくわく園

体をうごかしてあそぼう 10月４日（水） もとだて児童館
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！」
・お誕生日おめでとう。

９月６日（水）
10:00～11：30

「おひさまとなかよし！」
・保育園の園庭で遊びましょう。

９月20日（水）

わんぱく広場
「離乳食とおやつ！」

・栄養士さんと一緒に「お・は・な・し」しましょう。
９月13日（水） ９:30～11:30

おばあちゃん広場
「秋の自然にふ・れ・て！」

・みんなで「おつかい」にいきましょう。
９月27日（水） 10:00～11：30

10:00～12:00

９:30～11：30

あそびにおいで

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）


