
広報美郷　平成19年5月号 22

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

　おしあわせに　
新郎・新婦 行政区等

佐藤　謙治さん　由利本荘市
金子富美子さん　大久保
　晋一さん　赤　城

佐藤こずえさん　湯沢市
木下　智樹さん　旭　町
鈴木　郁子さん　横手市

　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

加藤ヤヱノさん（91）糠　渕
田川　マツさん（85）荒　町
久米　武男さん（82）北飯詰
橋幸二郎さん（83）関　田
加藤　昌康さん（70）本道町
福田　フサさん（98）中　島
梅川　進午さん（89）駅前中
皆方 太郎さん（87）上笹巻
木村タツヱさん（90）八　卦
佐藤　キヱさん（82）糠　渕
近美　金一さん（82）土崎南部
大久保伸一さん（60）下畑屋
小松　　清さん（59）安城寺上
橋トドメさん（91）上畑屋
本間銀治郎さん（86）川　原
継田　タツさん（65）四ツ谷

亡くなったかた 年齢 行政区

橋　保全さん（62）第二暁
田口ヤヱ子さん（87）馬　町
町田　啓一さん（56）小安門団地
藤岡　　毅さん（63）作　山
三浦巳之助さん（77）大久保
立原　ツルさん（87）上深井東
森川　輝雄さん（64）本堂西部
星山　トシさん（85）本堂東部
渡邉　重雄さん（85）羽貫谷地
田口喜四郎さん（78）本堂東部
照井　クマさん（81）四ツ谷
大久保秀治さん（67）上天神堂
橋　巳由さん（78）善知鳥
菊田　朋子さん（37）熊　堂
橋　美喜さん（87）一丈木
加藤仁一郎さん（80）石　神

　※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。

美郷交番からのお知らせ 

人のうごき 
人　口 23,307人（－64）
　男 11,143人（－32）
　女 12,164人（－32）
世帯数 6,730世帯（＋１）

戸籍の窓　３月届出順

立石　陽三さん　土崎北部
樫尾　綾子さん　土崎北部
斉藤　正泰さん　大　町
堀田亜希子さん　横手市

（
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まなと

有本　奏音ちゃん　（成　辰さん、美　郷さん）　本道町
たいむ

木村　大夢ちゃん　（直　樹さん、広　美さん）　上野荒町
とあ

橋　桃愛ちゃん　（　洋　さん、美保子さん）　明田地（六郷）
あきと

小田長暁翔ちゃん　（秀　幸さん、友　美さん）　寺　田
りくと

小田長陸翔ちゃん　（秀　幸さん、友　美さん）　寺　田
ひろと

樽川　広翔ちゃん　（竜　広さん、和　子さん）　土崎南部　
ひとし

長嶋　仁志ちゃん　（　俊　さん、由紀子さん）　旭　町
み　ゆ

木村　美結ちゃん　（　潤　さん、裕　美さん）　耳　取
ゆうき

森元　優樹ちゃん　（宏　美さん、玲　子さん）　安城寺上
つむぎ

高橋　紬希ちゃん　（　誠　さん、智　美さん）　下野荒町
あんり

蒔野　杏里ちゃん　（直　樹さん、麻衣子さん）　茨　島
ここね

九島瑚々寧ちゃん　（芳　謙さん、圭　子さん）　中　島

3月末現在

春の全国交通安全運動を実施します

5月11日（金）～5月20日（日）
急がずに　マナーとゆとりで　交通安全

子どもと高齢者の交通事故防止
　交通事故死者の半数以上が高齢者です。
　　（平成18年の死者74人中、高齢者の死者が39人）
●飛び出しや直前横断など危険な行動をやめましょう。
●運転者は、子どもの飛び出しや高齢の歩行者、自転車
利用者に注意して、スピードを抑えた安全運転をしま
しょう。

飲酒運転の根絶
　飲酒運転は、運転者はもちろん、周囲の人も責任を問わ
れる場合があります。
●「飲酒運転は絶対しない、させない」運動を進めましょう。
●家族、職場、地域で飲酒運転禁止を徹底させましょう。

自転車の安全利用の推進
　自転車の利用が増えます。交通ルールとマナーを守っ
て安全に利用しましょう。
●２人乗り、手ばなし乗り、並列乗りなどの危険な走行
は止めましょう。
●見やすい服装や反射材の利用を心掛けましょう。

後部座席を含む
シートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底
　平成18年のシートベルト非着用死亡者14人の内、10人
は着用していれば助かったとされています。
●シートベルトは、運転席、助手席だけでなく後部座席
でも着用しましょう。
●子どもを事故から守るため、チャイルドシートは、体
格にあったものを正しく取り付けましょう。

人　口 23,371人（－９）
　男 11,175人（＋１）
　女 12,196人（－10）
世帯数 6,729世帯（－３）

広報４月号に誤りがありました。
訂正してお詫びします。

（正）人のうごき　　２月末現在

（　　）内は前月比

（　　）内は前月比
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みどりの日
第12回アスパル杯（六郷中学校体育館3日～）
こどもの日
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

美郷地区交通安全協会交通安全祈願祭
（美郷交番10:00～）

ニュースポーツ教室（美郷総合体育館リリオス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）
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）

成分献血（六郷保健センター10:00～15:00　※要予約）
ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

ふれあい談話室（千畑庁舎17:00～18:30）

もとだて児童館開館日
（もとだて児童館10:00～15:00　※要申込）

春季行政相談日（町ふれあいセンター10:00～12:00）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

もとだて児童館開館日
　　（もとだて児童館10:00～15:00　※要申込）

軽自動車税納期限（口座振替日）　　　　　　　　　　
固定資産税１期（全期）納期限（口座振替日）
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6月のおもな行事　6月3日（日）海上自衛隊大湊音楽隊コンサート
　　　　　　　　　　（仙南公民館14:00～）

※詳しくは10ページをご覧ください

　毎日の暮らしの中で、行政の仕事などについて
苦情や要望はありませんか。
　行政相談委員が皆さんの相談相手として、行政
の仕事に関する苦情などを受け付け、助言や関係
行政機関に対する通知などを行いますので、お気
軽におたずねください。
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町のカレンダー 町のカレンダー 5月 5
～ 4
5
31

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当番医
5月3日（木） 仙北組合総合病院　整形
4日（金） 大曲中通病院
5日（土） 仙北組合総合病院　外科
6日（日） 仙北組合総合病院　整形
13日（日） 大曲中通病院
20日（日） 仙北組合総合病院　外科
27日（日） 仙北組合総合病院　整形
6月3日（日） 大曲中通病院

診察時間●午前10時～午後４時
電話番号●仙北組合総合病院　0187-63-2111
　　　　　大曲中通病院　　　0187-63-2131

　歯科休日当番医のご案内　

診察日 当番医 電話番号（0187）
5月3日（木）藤田歯科医院（大仙市大曲通町） 63－3320
4日（金）高山歯科医院（美郷町土崎） 85－3911
5日（土）高橋歯科医院（大仙市大曲栄町） 62－5058
6日（日）城南堂歯科医院（仙北市角館町） 54－3678
13日（日）祐生堂医院歯科（仙北市角館町） 53－2268
20日（日）米澤歯科医院（大仙市長野） 56－4460
27日（日）田口歯科クリニック（仙北市角館町） 53－2212
6月3日（日）小西歯科医院（美郷町六郷） 84－1118
診察時間●午前9時～午後3時

休祭日救急医療センター 大仙市大曲栄町13－50（大曲保健センター内）

診療時間●午前10時～午後４時　診療科目●内科　10187－62－1015

小 児 救 急 診 療 仙北組合総合病院

　　　　　　　　　（毎週日曜日） 診療時間●午前９時～午後３時　10187－63－2111


