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美郷交番からのおしらせ 

人 の うごき 2月末現在 

12月受付分

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

あや

澁谷　　彩ちゃん　（　豊　さん、めぐみさん）　下菻沢
たける

玉谷　剛琉ちゃん　（孝　徳さん、美緒子さん）　万願寺
えにし

高階　　縁ちゃん　（　繁　さん、美奈子さん）　黒　沢
ゆ　う

小松　夢優ちゃん　（一　輝さん、久美子さん）　四天地
かなえ

橋　奏江ちゃん　（智　晴さん、奈津子さん）　元本堂南部
大久保ゆうかちゃん　（正　義さん、美穂子さん）　下畑屋

みずき

佐藤　瑞姫ちゃん　（利　幸さん、美　郷さん）　中前郷
げんと

照井　元翔ちゃん　（義　和さん、昭　子さん）　元　村
こうき

細井　煌生ちゃん　（克　之さん、奏　子さん）　土崎北部
まなせ

川　愛世ちゃん　（正　紳さん、由香里さん）　千屋南部
ゆうや

草薙　悠弥ちゃん　（　淳　さん、厚　子さん）　中　野
そう

照井　　蒼ちゃん　（　仁　さん、有希子さん）　町　田

　おしあわせに　
新郎・新婦 行政区等

澁谷　　豊さん　下菻沢
佐藤めぐみさん　横手市
浮嶋　康至さん　橋　本
熊谷　尚子さん　大仙市
地主　雄生さん　押　切
伊藤　淑子さん　中 田

　やすらかに　
亡くなったかた 年齢 行政区

（
（
（

新郎・新婦 行政区等

小田嶋康平さん　大仙市
傳野　裕子さん　籠　林
齊藤　智幸さん　元本堂南部
橋香寿美さん　大仙市
八嶋　洋介さん　大仙市
照井　直子さん　下夕堰

（
（
（

佐藤孝之助さん（72）　披
深沢　第助さん（85）糠　渕
栗林ミドリさん（78）本堂中部
釜谷　 治さん（77）古　町
熊谷　　忠さん（74）土崎北部
川村善治郎さん（91）鶴　水
照井　ヨシさん（86）元　村
階　貞治さん（75）黒　沢
飛嶋　栄子さん（58）第一暁
金子千代治さん（76）今　泉
照井　直作さん（75）大　町
川　　充さん（80）小荒川
照井金一郎さん（76）金沢西根谷地中
高橋トクヱさん（83）荒　川
川ミツヱさん（100）小荒川

亡くなったかた 年齢 行政区

鈴木トクヱさん（87）土崎南部
佐々木節子さん（54）下中野町
坂本　甚橘さん（86）一丈木
新田　スケさん（89）大　坂
橋タミヱさん（91）中　野
坂本　新一さん（85）田の尻
武藤　光夫さん（81）作　山
稲川　テツさん（87）下千間谷地
森元　專助さん（97）安城寺上
田　ヤヱさん（85）熊　堂
進藤　キヨさん（78）本堂西部
山本　ときさん（86）馬　町
薙　ハナさん（98）中　野
橋　モナさん（33）山本一
藤肥祐市郎さん（93）　塚

人　口 23,389人（－29）

　男 11,181人（－19）

　女 12,208人（－10）

世帯数 6,731世帯（－11）

　　（　　）内は前月比

　※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。

滑りませんか　その運転で
～　スピードは控えめに　車間距離は十分に　～

　冬道の路面は、気温、日射量、交通量等に敏感に反応
し、刻々と変化しています。
　スリップ事故は、トンネルの出入口付近、橋の上、坂道
や日陰等で多く発生しています。交通量の多い市街地や交
差点等の積雪のない場所においても、一度溶けた雪が再び
凍結し、一見して凍っている状態が分かりにくい「ブラッ
クアイスバーン」と呼ばれる路面凍結現象での重大事故も
発生しています。
　滑りやすい路面凍結での制動距離（ブレーキ距離）は、乾
燥舗装路面に比べると、圧雪路面で３倍以上、アイスバー
ンでは６～７倍以上かかります。冬道を安全に走行するた
めには、このような夏場には起こり得ない「桁違いにス
リップしやすい」という冬特有の特徴をしっかり理解し、
安全なドライブテクニックと運転感覚を身に付けることが
必要です。
　ドライバーの皆さん、スリップ事故に遭わないように、
スピードを控えめにし、車間距離を十分にとって、いつで
も止まれる余裕を持った運転を心がけましょう。

美郷交番から5つのお願い
○交通の流れをしっかりとらえる
　　スリップに気を取られ、他の車や歩行者等への配慮を
忘れがちになります。
　　目線は絶えず移動させ、広く見渡して先々の交通の流
れをしっかりとらえましょう。
○１割から2割のスピードダウン
　　積雪、凍結路面では、規制速度の１割から２割はス
ピードダウンし、安全な速度で走行しましょう。
○2倍以上の車間距離
　　追突事故防止や急な飛び出しなどに備え、夏場の２倍
以上の車間距離を取りましょう。
○4つの「急」のつく運転の禁止
　　スリップやコントロールミスを防止するためにも、
「急ブレーキ」「急ハンドル」「急発進」「急加速」はやめま
しょう。
○5分早めの出発
　　余裕のある安全な運転には「心のゆとり」が必要です。
　５分早めの出発に心がけましょう。
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なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）

六郷保健センター
わくわく児童クラブ

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

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

（2月４日～3月４日）

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）
六郷保健センター

わくわく児童クラブ

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

わくわく園

わくわく園
わくわく児童クラブ

町のカレンダー 町のカレンダー 

ひまわり広場

あそびにおいで

子育て広場
「ひだまり」

おばあちゃん広場

わんぱく広場

毎週月～木曜日（平日のみ）
０～１歳児「こんなに大きくなったよ」「誕生会」 ２月９日（金）
２～３歳児「もちつき会」　※ ２月16日（金）
０～１歳児「お楽しみ会」 ２月23日（金）
２～３歳児「お楽しみ会」 ３月２日（金）
積み木であそぼう ２月５日（月）
お話しをきこう ２月７日（水）
雪あそびをしよう ２月９日（金）
シールであそぼう ２月13日（火）
雪あそびをしよう ２月14日（水）
体をうごかしてあそぼう ２月16日（金）
ボールであそぼう ２月19日（月）
２月生まれのお誕生会 ２月21日（水）
ブロックであそぼう ２月23日（金）
リズムであそぼう ２月26日（月）
おひなさまをつくろう ２月28日（水）
おひなまつりをしよう ３月２日（金）

毎週月～金曜日（平日のみ）
「遊びにおいでよ！」
・お誕生日おめでとう（2、3月生まれ） ２月７日（水）
・おばあちゃんの手作りおやつで乾杯！ 10:00～11:30
「もうすぐひなまつり！」
・おひなさまの前でハイポーズ！

２月21日（水）

「ワイワイ　トーキング！」
・一年間の反省と次へのバトンタッチ

２月14日（水） ９:30～11:30

「楽しかったね！おばあちゃん広場」　
・お茶っこしながら一年を振り返って…。

２月28日（水） 10:00～11:30

なかよし園開放
事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場

子育て相談室開放

※なかよし園のお友だちと一緒に餅つきをします

10:00～12:00

９:30～11:30

９:30～11:30
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火

水

木

金

土

日

月

火
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金
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19
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27
28

土
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月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

成分献血（千畑保健センター10:00～16:00）
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）

ふれあい談話室（千畑庁舎17:00～18:30）

男女混合家庭バレーボール大会
（仙南総合体育館リリオス8:30～）

おはなしの会「しゃぼんだま」
（千畑交流センター10:00～11:00）

建国記念の日
六郷のカマクラ（～15日）
六郷小学校音楽部ありがとうコンサート

（仙南公民館13:30～15:30）
振替休日

行政相談所（六郷公民館10:00～12:00）

竹うち（カマクラ畑公園20:00～）

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）

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）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）


