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美郷交番からのおしらせ 
1月受付分

自転車も　一時停止　忘れずに

～　歩行者も　交通ルールを守る義務　～

　ことしは例年よりも気温が高く、降雪量も少ないことか
ら、人も車も開放的な気分になり、車のスピードの出し過
ぎによる重大事故の発生が心配されます。特にこの時期
は、歩行者・自転車利用者の直前横断や安全不確認などに
よる事故が多発する傾向があります。
　交通事故は、家庭や職場に大きな損害を与えるばかりで
はなく、これまでの幸せな家庭を一瞬にして不幸にしてし
まいます。交通事故に関する危機意識をそれぞれの家庭が
共通の問題としてとらえ、話し合う機会を持てれば、交通
社会で必要とされるマナーも身に付き、「自分の身は自分で
守る」という意識が生まれます。
　「交通安全は家庭から」を合い言葉に、悲惨な交通事故をみ
んなで防止しましょう。

歩行者や自転車利用者の皆さんに
守ってほしい交通ルール

●生活圏内での安全通行を
　歩行者、自転車被害の事故は、自宅から１キロ以内で日
常の生活圏内の、いつも通い慣れた道路で最も多く発生し
ています。「自分の庭」感覚の通行は危険です。車に対する警
戒心を高め、交通ルールを守って安全な通行を心がけま
しょう。

●横断するときは安全を十分に確認して
　横断歩道や信号のない交差点での事故が大半を占めてい
ます。左右の道路がよく見える場所で、安全を十分確認し
てから横断しましょう。

●危険な通行の禁止
　自転車も道路を通行する場合は車両の一種です。
交差点や踏切および狭い道路から広い道路に出る際は、
いったん止まって、左右の安全を十分確認してから通行し
ましょう。

●早めの点灯と明るい目立つ服装を
　夜間などは、自分の存在を車両に知らせるため早めに前
照明を点灯するほか、明る
い目立つ服装の着用と反射
材の貼付を心がけましょ
う。 ！ 人 の うごき 1月末現在 

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

りん

橋　　琳ちゃん　（悟　司さん、真由子さん）　湯　竹
れん

照井　　蓮ちゃん　（洋　介さん、直　子さん）　下夕堰
と　わ

照井　永遠ちゃん　（法　行さん、ゆかりさん）　今　泉
ゆ　な

佐々木結那ちゃん　（輝　純さん、純　子さん）　赤　城
ありゅう

橋　侑琉ちゃん　（　学　さん、晃　子さん）　南　町
ね　お

高橋　新星ちゃん　（宏　典さん、郁　実さん）　千屋中部
しゅうと

橘　　柊仁ちゃん　（藤　仁さん、由　香さん）　外川原
かずゆき

橋　一幸ちゃん　（一　重さん、幸　子さん）　　披
こ　な

伊藤　瑚那ちゃん　（昭　則さん、美　穂さん）　大　町
ただのぶ

高橋　忠信ちゃん　（智　重さん、朋　美さん）　大　坂
ゆうま

小林　侑磨ちゃん　（広　樹さん、香　織さん）　第二暁
むつき

鈴木　睦月ちゃん　（　真　さん、洋　子さん）　大　坂
さおり

畠山　沙織ちゃん　（智　行さん、あゆみさん）　関　田

　おしあわせに　
新郎・新婦 行政区等

佐藤　智仁さん　本　田
木村絵美子さん　中　関

　やすらかに　
亡くなったかた 年齢 行政区

（

山　良一さん（82）本堂中部
渋谷　定一さん（81）下鶴田
高橋　琢也さん（74）上　町
高橋ハツヨさん（86）紀の国
傳野　ヨネさん（92）糠　渕
栗林　トクさん（79）上新町
田中貞一郎さん（85）赤　城
大久保龍藏さん（84）上天神堂
久米　キミさん（90）後三年
二垣　リツさん（69）　塚
キクノさん（97）町　田
橋　政輝さん（70）大　町
煙山　　昇さん（76）善知鳥
　リキさん（80）下野際

煙山金四郎さん（82）　塚
高橋　ヒサさん（99）紀の国
藤井　ミサさん（97）筑後屋敷

亡くなったかた 年齢 行政区

森川　靖雄さん（78）本堂西部
中市　誠一さん（67）馬　町
鶴谷　クメさん（73）上天神堂
橋　ミヱさん（85）善元寺
熊谷惣四郎さん（78）土崎北部
伊藤　リコさん（96）駅前中
後藤　龍孝さん（72）本堂東部
伊藤セイ子さん（57）駅前下
室谷　久助さん（83）本堂東部
渡部タツヱさん（92）大　町
戸澤ハツヨさん（84）西高方町
武田　軍司さん（68）東高方町
高橋　信子さん（86）紀の国
大坂金一郎さん（79）南　町
渋谷　利一さん（95）糠　渕
藤本スヱノさん（92）大　町

人　口 23,380人（－9）

　男 11,174人（－7）

　女 12,206人（－2）

世帯数 6,732世帯（＋1）

　　（　　）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。

新郎・新婦 行政区等

煙山　堅太さん　善知鳥
橋沙穂里さん　大仙市（
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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

（3月４日～3月31日）

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）

子育て支援室

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
（六郷幼稚園・保育園）

（3月4日〜31日）3 月 町のカレンダー 町のカレンダー 

毎週月～木曜日
（平日のみ） ９:30～11:30

０～１歳児「お楽しみ会・誕生会」 ３月９日（金）
２～３歳児「お楽しみ会・誕生会」 ３月23日（金）

毎週月～金曜日
９:30～11:30（平日のみ）

「ひだまり」修了　おめでとう！」 ３月７日（水） 10:00～11:30
「入園のお友達をお祝いしよう！」 ３月14日（水）  ９:30～11:30
「こんなに大きくなったよ」 ３月28日（水） 10:00～11:30
体をうごかしてあそぼう ３月５日（月）
紙しばいをみよう ３月７日（水）
ブロックであそぼう ３月９日（金）
リズムであそうぼう ３月12日（月）
つくってあそぼう ３月14日（水）
お絵かきしよう ３月16日（金） 10:00～12:00

体をうごかしてあそぼう ３月19日（月）
積み木であそぼう ３月22日（木）
お楽しみ会 ３月23日（金）

ボールであそぼう ３月26日（月）
３月生まれのお誕生会 ３月28日（水）
自由にあそぼう ３月30日（金）

事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場

ひまわり広場

あそびにおいで

なかよし園開放
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美郷町スポーツ賞授与式（ふれあいセンター14:00～）

真木真昼フォトコンテスト入賞作品展
（役場千畑庁舎特設ギャラリー3月30日まで）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

おはなしの会「しゃぼんだま」
（千畑交流センター10:00～11:00）

美郷町ソフトテニスインドア大会（リリオス9:00～）

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）

美郷町ユニカール大会（リリオス9:00～）

操体法（六郷保健センター10:00～11:30）
全血献血（千畑保健センター10:00～16:00）

春分の日

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10:00～11:00）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

ふれあい談話室（仙南庁舎17:00～18:30）
町内小中学校等の卒業・卒園式

９日（金） 千畑中学校卒業式（同校10:00）
六郷中学校卒業式（同校13:30）

10日（土） 仙南中学校卒業式（同校10:00）
15日（木） 千畑南小学校、千屋小学校　

六郷小学校、仙南西小学校卒業式
（各校10:00）

16日（金） 六郷東根小学校、仙南東小学校
金沢小学校（各校10:00）

17日（土） 千畑幼稚園・保育園
六郷幼稚園・保育園
仙南幼稚園・保育園卒園式（各園10:00）

＜４月の主な行事＞　1日（日）　うたとおどりの美郷フェスティバル（仙南体育館10W00～）　　5日（木）　町内中学校入学式　　6日（金）　町内小学校入学式　
　　　　　　　　　　7日（土）　町内幼稚園・保育園入園式

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

子育て相談室開放

子育て広場「ひだまり」

おばあちゃん広場
わんぱく広場


