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　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

澁谷　幸宏さん　糠　渕
滝澤美香子さん　横手市
照井　　悟さん　橋　本
柴田祐依子さん　横手市
東海林　浩さん　下野際
大沢　順子さん　湯沢市
邑田　幸大さん　下野際
小山　　恵さん　本道町

　やすらかに　
亡くなったかた 年齢 行政区
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新郎・新婦 行政区等

小原　慶吉さん（79）山本二
嶋田ケサノさん（89）安城寺上
橋　慮治さん（92）荒　川
谷屋　勇孝さん（75）雀　柳
渋谷タチヱさん（82）糠　渕
下澤　熊治さん（77）元　村
鶴谷 治郎さん（89）町　田
湯川　新一さん（91）西高方町
草 　リツさん（70）一丈木
深澤　　強さん（56）大　畑
渋谷　養治さん（63）元　村
　惠治さん（91）明田地（仙南）

伊藤富之助さん（92）駅前下

亡くなったかた 年齢 行政区

鈴木　ヨシさん（81）大　坂
佐藤　キヱさん（91）宝門町
藤原　　 さん（87）田の尻
藤井善八郎さん（84）細　田
本間　シマさん（90）下畑屋
橋　章一さん（76）関　田
木村 次郎さん（85）八　卦
佐藤　恭一さん（65）長岡森
伊 　太朗さん（22）作　山
嶋津サナミさん（89）一丈木
橋イマヱさん（92）元本堂北部

　※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 23,234人（－24）
　男 11,103人（－19）
　女 12,131人（－５）
世帯数 6,730世帯（－５）

戸籍の窓　５月届出順

橋　　惇さん　南　町
安部みさとさん　大仙市
藤本　貴之さん　本堂東部
金子　陽子さん　下笹巻
加藤　賢一さん　後三年
武田真由美さん　大仙市
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佐々木　桜ちゃん　（　玄　さん、依寿美さん）　本　田
あ　み

大久保和心ちゃん　（岳由喜さん、和　代さん）　上天神堂
あきな

近藤　燦凪ちゃん　（輝　佳さん、恭　子さん）　本道町　
み　お

森本　美桜ちゃん　（　猛　さん、和　子さん）　駅前下　
みいな

渡辺　美凪ちゃん　（由　哉さん、多　実さん）　羽貫谷地
かい

藤本　　櫂ちゃん　（雅　行さん、小夜子さん）　千屋北部
ゆ　ら

高橋　優来ちゃん　（正　浩さん、　恵　さん）　川　原
ゆき

沢田　　倖ちゃん　（佑　介さん、和　枝さん）　上新町
そうや

武藤　蒼弥ちゃん　（雅　俊さん、通　江さん）　　塚
あいり

鈴木　愛莉ちゃん　（愛　寿さん、理　絵さん）　土崎南部
あやほ

栗澤　彩穂ちゃん　（　貢　さん、真　樹さん）　谷地川
まなか

階　眞華ちゃん　（　修　さん、有　美さん）　黒　沢
かい

橋　　櫂ちゃん　（　聡　さん、恭　子さん）　土崎北部
しゅんた

橋　駿太ちゃん　（正　人さん、一　見さん）　上 田
ななこ

木村奈菜子ちゃん　（英　彰さん、直　美さん）　下野荒町

５月末現在

（　　）内は前月比

シートベルト　いつも乗るたび　乗せるたび

―　子どもを守る　チャイルドシート　―

　あなたは「面倒だから」「すぐ近くだから」という理由
で、シートベルトを着用しないという安易な気持ちを
持っていませんか。また、同乗の子どもがチャイルド
シートを「嫌がる」「取り付けが面倒だ」などの理由で着用
を省略していませんか。

　子どもにチャイルドシートを使用させるには、大人自
身がシートベルトを正しく締めて模範を示すことも大切
です。乳児期から使用を習慣付けて、将来の良き社会人
の育成を図るため、家庭や職場などにおいてシートベル
トの着用と併せてチャイルドシートの必要性や使用効果
について話し合いの機会を作り、声かけを励行しましょ
う。

シートベルトの着用は

○安定した運転姿勢が保たれ、事故の危険に直面し

たときハンドル、ブレーキなどの操作が行いやす

い。

○正しい運転姿勢が保たれるため疲れず、また、動

くものを見極める動体視力が向上します。

チャイルドシートの着用は

○日常の運転による発進、ブレーキ、カーブ時の衝

撃や振動を吸収し、万一の衝突時にも衝撃をやわ

らげ、幼児を守る効果があります。

○時速40キロで正面衝突した場合、子どもの体重

は瞬間的に約30倍になり、抱っこなどでは到底

支えきれないことになります。



広報美郷　平成19年7月号27

H

i

j

k

l

m

N

H

i

j

k

l

m

N

H

i

消防訓練大会（雁の里山本公園7:50～）
六郷プール・プールパークせんなん営業開始（～8月31日）

べごっこまつり（大台野広場イベント棟10:00～14:00）
ニュースポーツ教室（千畑体育館9:00～）
もとだて児童館開館日（同館10:00～15:00　※要申込）
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）
町民卓球大会（六郷体育館9:00～）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

行政相談（六郷公民館10:00～12:00）　
くるみの会（町外研修10:00～）
「スペシャルマスター！！夢講座」

（仙南公民館9:50～11:30）

お話しの会「しゃぼんだま」
（千畑交流センター10:00～11:00）

町民相撲大会（仙南総合運動公園9:00～）
町民サッカー大会（大台野多目的広場9:00～）
海の日
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操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

ふれあい談話室（役場六郷庁舎17:00～）

学友館第１学習室開放（～８月26日）

ニュースポーツ教室（六郷体育館9:00～）
「千の風になって」映画上映会
  （仙南公民館14:00～および19:00～　※要整理券）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

手づくり絵本教室
（仙南交流センター13:00～15:30、学友館16:00～18:30）
サマージャズコンサート2007in美郷
（仙南総合運動公園19:00～　※雨天時は仙南体育館）
参議院議員通常選挙
ミス清水コンテスト（サテライト六郷18:30～）
全血献血（千畑保健センター13:00～16:00）

「全国訪問おはなし隊」がやってくる
（仙南公民館14:00～15:30）

８月４日（土）　清水まつり＜樽みこし＞（六郷・琴平神社出発13:00～）
８月５日（日）　舟っこ流し（六郷・御伊勢堂川19:00～）
８月15日（水）　美郷町成人式（仙南公民館10:00～）

8月のおもな行事

広報美郷　平成19年7月号27

町のカレンダーカレンダー 町のカレンダー 7月 7
～ 1
7
31

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当番医
7月1日（日） 仙北組合総合病院　外科
8日（日） 仙北組合総合病院　整形
15日（日） 大曲中通病院
16日（月） 仙北組合総合病院　外科
22日（日） 仙北組合総合病院　整形
29日（日） 仙北組合総合病院　外科
8月5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）
7月1日（日）畠山歯科医院（大仙市南外） 74－3115
8日（日）まつだ歯科医院（仙北市田沢湖） 43－3600
15日（日）ながさか歯科医院（大仙市長野） 56－2255
16日（月）高橋ひろし歯科医院（大仙市大曲田町） 63－1230
22日（日）おやしき歯科クリニック（大仙市角間川）65－2002
29日（日）富塚歯科医院（大仙市刈和野） 75－1125
8月5日（日）長尾歯科医院（大仙市長野） 56－4405
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




