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人 の うごき 11月末現在 

美郷交番からのおしらせ 11月受付分

星山　重治さん（88）本堂東部
梅川ミヤノさん（92）籠　林
熊谷　 二さん（78）土崎北部
森元　　茂さん（56）安城寺上
橋　 子さん（80）糠　渕
階アサ子さん（82）本堂東部
前田　三郎さん（92）本堂東部
本間　キヨさん（92）中前郷
渡邉アサノさん（89）羽貫谷地
照井　義明さん（56）駅前中

　※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。

田口　昭二さん（79）湯　竹
橋　寅吉さん（80）関　田
藤谷　リヨさん（76）西高方町
鈴木　一 さん（54）旭　町
煙山　勇二さん（79）中 田
高橋　ミヱさん（91）千屋中部
橋　勇作さん（69）小荒川
橋　榮子さん（74）土崎北部
清水誠一郎さん（79）本道町
本間　トミさん（86）大　町
武藤喜之助さん（72）下 田

亡くなったかた 年齢 行政区 亡くなったかた 年齢 行政区

新郎・新婦 行政区等新郎・新婦 行政区等

人　口 　23,418人（－5）

　男 11,200人（－5）

　女 12,218人（±0）

世帯数 6,742世帯（＋9）

　（　　）内は前月比　

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

けいすけ

武内　啓祐ちゃん　（一　晃さん、真由子さん）　本堂東部

坂本まひるちゃん　（　哲　さん、佳代子さん）　上 田
り　く

小田長俐久ちゃん　（伸　也さん、春　美さん）　籠　林
はると

福田　悠斗ちゃん　（雄　輔さん、麻　弓さん）　寺　田
かいと

佐藤　海翔ちゃん　（秀　行さん、美和子さん）　下野荒町
ゆうと

橋　勇翔ちゃん　（翔　太さん、　恵　さん）　千屋中部
ほのか

新田穂乃華ちゃん　（　誠　さん、彩　子さん）　南　町
ひなた

深澤　　陽ちゃん　（　剛　さん、紘　子さん）　西高方町
せいや

小松　聖弥ちゃん　（知　哉さん、美　咲さん）　第一暁
せいご

杉澤　惺吾ちゃん　（周　一さん、めぐみさん）　本堂中部
たける

鈴屋　　尊ちゃん　（和　基さん、理絵子さん）　佐　野
ゆうま

斉藤　優磨ちゃん　（良　孝さん、清　子さん）　四天地

　おしあわせに　

　杉澤　英樹さん　本堂東部
　高橋久美子さん　大仙市
　加藤　勝彦さん　石　神
　菅原美紀子さん　羽後町
　奥山　大介さん　　塚
　中屋　恵美さん　鹿角市
　栗澤　　貢さん　谷地川
　田口　真樹さん　大仙市
　藤田　直人さん　谷地川
　林　　晶子さん　宝門町
　鎌田　倫匡さん　四ツ谷
　藤 　一枝さん　横手市

　　やすらかに　　

渡邉　敬久さん 塚
山形　綾子さん　仙北市
渡辺　由哉さん　羽貫谷地
近藤　多実さん　秋田市
高橋　秀作さん　上新町
小松　貴子さん　大仙市
東海林貴之さん　石　神
佐 　明子さん　横手市
鈴木　愛寿さん　土崎南部
奥山　理絵さん　横手市
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新年を　みんなで誓おう　交通安全

　新年あけましておめでとうございます。
　皆さんには、ご家族共々、希望に満ちあふれた新年を迎
えられたことを、こころからお慶び申し上げます。
　さて、一年の計は元旦にありと言われておりますよう
に、皆さんも新たな気持ちで「交通事故防止」の誓いをされ
たことと思います。
　特にことしは、秋田わか杉国体が開催されることから、
秋田わか杉国体・大会交通マナーアップ県民運動が「交通
マナーで示そう　秋田のやさしさ　おもいやり」のスロー
ガンのもと展開しております。皆さんの地域でも交通マ
ナーアップ県民運動に積極的に参加してくださるようお願
いします。

　交通マナーアップ5つの実践　

－　運転者編　－
①子どもとお年寄りを見たらスピードを落とし、人にやさ
しい運転をします。
②交差点では、“見る、待つ、ゆずる”の思いやり運転をし
ます。
③後部座席同乗者にもシートベルトを着用させ、チャイル
ドシートを正しく使用します。
④運転中の携帯電話は、ドライブモードまたは電話オフに
します。
⑤余裕を持った計画を立て、ゆとりある運転をします。

－　歩行者・自転車編　－
①人も自転車も交通ルールを守って、安全な行動に徹しま
す。
②道路を横断するときは、“右見て左見て”安全を確認しま
す。
③夜光反射材を付け、明るい服装で自分の身を守ります。
④交差点では、しっかり止まって、はっきり確認します。
⑤自転車の飲酒、無灯火、携帯電話使用など危険な運転は
しません。
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なかよし園　185－3115
わくわく園　184－0023
すこやか園　183－3075

（1月４日～2月４日）

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

問い
合わせ

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）

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

2～3歳児「お正月遊びを楽しもう」 １月５日（金）
0～1歳児「お正月遊びを楽しもう」 １月12日（金）
2～3歳児「昔話を聞こう」「誕生会」 １月19日（金）
0～1歳児「鬼のお面作り」「誕生会」 １月26日（金）
2～3歳児「豆まきをしよう」「2、3月の誕生会」 ２月２日（金）

お正月あそびをしよう １月８日（月）

お正月あそびをしよう １月10日（水） 六郷保健センター
ボールであそぼう １月12日（金）
お絵かきをしよう １月15日（月）
お話しをきこう １月17日（水） わくわく児童クラブ

体をうごかしてあそぼう １月19日（金）
ボールであそぼう １月22日（月）
リズムであそぼう １月24日（水） 六郷保健センター
１月生まれのお誕生会 １月26日（金）
積み木であそぼう １月29日（月）
作ってあそぼう １月31日（水）
豆まきをしよう ２月２日（金） 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」

「遊びにおいでよ！」
・お誕生日おめでとう。 １月10日（水）

10:00～11：30
「ともだちいっぱい！」
・すこやか園に遊びにいこう！ １月24日（水）

わんぱく広場 「おはなしなぁ～に？」
・お母さんと一緒に絵本の世界へ １月17日（水） ９:30～11：30

おばあちゃん広場 「もうすぐ　豆まき！」
・みんなで鬼退治をしよう！ １月31日（水） 10:00～11：30

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）

町のカレンダー 町のカレンダー 
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＜2月の主な行事予定＞

１日～ 税申告相談
（詳しくは12～13ページをご覧ください）

11～15日 六郷のカマクラ
15日（木） 竹うち（秋田諏訪宮前カマクラ畑）

元旦
美郷町相撲連盟初稽古（仙南中学校相撲場9:00～）

官公署仕事始め

美郷町交通指導隊・防犯指導隊出初式
（六郷公民館10:00～11:00）

美郷町消防団出初式（役場仙南庁舎前13:00～）
新春書き初め大会（リリオス9:00～）
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館13:30～14:00）

成人の日

新春書き初め大会作品展示（リリオス1月17日まで）　
新春色紙展作品展示（役場千畑庁舎2月9日まで）
行政相談所（六郷公民館10:00～12:00）
くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

農業講演会（仙南公民館14:00～15:30）
ユニカール教室（リリオス9:00～）
新春囲碁・将棋・カルタ大会〈囲碁の部〉（六郷公民館9:00～）
おはなしの会「しゃぼんだま」

（千畑交流センター10:00～11:00）
新春囲碁・将棋・カルタ大会〈将棋の部〉（千畑交流センター9:00～）
新春囲碁・将棋・カルタ大会〈カルタの部〉（仙南交流センター10:00～）
子育て支援と教育充実を推進する将来ビジョン説明会

（役場六郷庁舎14:00～）
全血献血（六郷保健センター10:00～16:00）

ふれあい談話室（役場六郷庁舎17:00～18:30）

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）

美郷町オープン卓球大会（リリオス8:30～）
生涯スポーツ指導者養成講習会

（六郷公民館・六郷体育館9:30～）
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）

農業用免税軽油申請受付（～26日）
（役場仙南庁舎10:00～15:00）

町民フットサル大会（～28日）（リリオス9:00～）

美郷町男女共同参画社会推進フォーラム
（名水市場湧太郎13:30～）


