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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

橋　吉治さん　東高方町
佐々木真子さん　大仙市
須田　亮平さん　大仙市
久米なつみさん　川原保
佐藤　　薫さん　下菻沢
武藤　　弓さん　　塚
高橋　国光さん　本堂西部
佐藤　愛美さん　下前郷
武藤　　猛さん　西高方町
武田　由香さん　男鹿市

　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

千葉ヱシノさん（92）糠　渕
橋　　肇さん（81）妻の神
小松田ミツさん（90）大　町
高橋トクノさん（98）紀の国
山田　 三さん（81）後三年
小澤　イチさん（83）糠　渕
澁谷仁三郎さん（89）下千間谷地
武蔵　キヨさん（88）赤　城
秋山　勝彦さん（42）古　町
渡辺　辰巳さん（78）羽貫谷地

亡くなったかた 年齢 行政区

藤田　キクさん（83）糠　渕
畠山　ハナさん（85）荒　町
大川　良市さん（65）寺　田
西村　　實さん（78）大　町
高橋儀三郎さん（105）第二暁
細井イシノさん（98）小荒川
継田　政治さん（85）下笹巻
橋　幸子さん（67）作　山
佐藤　チヤさん（90）琴　平
板谷紀巳二さん（78）上 田

美郷交番からのお知らせ 戸籍の窓　10月届出順

藤井　　亨さん　松ノ木
嶋谷　　泉さん　横手市
嶋田　順信さん　中 田
川村　美夏さん　大仙市
見　雄吉さん　茨　島
加藤　鮎美さん　旭　町
橋　寿薫さん　下鶴田
鈴木まどかさん　仙北市
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橋　歩莉ちゃん　（博　之さん、みどりさん）　一丈木
れ　お

山下　怜生ちゃん　（雅　紀さん、麻理子さん）　一ツ屋
しゅうと

藤田　脩人ちゃん　（直　人さん、晶　子さん）　谷地川
ただかず

安保　忠和ちゃん　（忠　広さん、範　子さん）　鶴　水
さ　ゆ

高橋　粧裕ちゃん　（国　光さん、愛　美さん）　本堂西部
らいま

藤谷　頼磨ちゃん　（博　幸さん、あけみさん）　南　町
たいが

渋谷　大雅ちゃん　（雅　之さん、美　佳さん）　本　館
ゆうき

熊谷　裕貴ちゃん　（　剛　さん、裕　子さん）　土崎北部
ひろと

佐藤　大翔ちゃん　（大　樹さん、るり子さん）　山本一
み　う

高橋　美雲ちゃん　（真　人さん、静　香さん）　下野際
あゆと

橋　歩大ちゃん　（　惇　さん、みさとさん）　南　町
ひめな

高橋　姫菜ちゃん　（　誠　さん、美　咲さん）　第二暁

無事故でことしを締めくくり
～　年末の交通安全運動　～

　年末を迎え、何かと気ぜわしい季節となりました。
　例年、この時期は、忘年会などで飲酒する機会が多く
なり、飲酒運転による重大事故や積雪、凍結などの道路
環境の悪化に伴い、交通事故が多発していることから、
ことしも12月11日から12月20日までの10日間、「高齢者の
交通事故防止」「飲酒運転の徹底追放」「スリップによる交
通事故防止」の３点を重点に、年末の交通安全運動が実
施されます。
　正しい交通ルールとマナーを実践し、明るく希望に満
ちあふれた新年を迎えられますよう、無事故でことしを
締めくくりましょう。

●高齢者の交通事故防止
　高齢者の交通事故の原因は、歩行者の直前横断や飛び
出し、自転車での安全不確認、一時不停止などが原因で
多く発生しています。
　家庭や地域ぐるみで話し合い、ドライバーの方は、高
齢者に対して思いやる、やさしい運転で交通事故から守
りましょう。

●飲酒運転の徹底追放
　飲酒運転は、重大事故に直結し、大変危険です。
　「ちょっと一杯」が悲惨な事故につながります。
　ドライバーの皆さんはもちろんですが、周囲の方も注
意し合って、飲酒運転を追放しましょう。

●スリップによる交通事故防止
　朝夕に路面が凍結したり、平地で乾いていても山間部
では雪が積もっている場合があります。
　積雪、凍結路面では、制動距離が長くなり追突事故な
どの危険が大きくなります。
　車間距離を十分にとってスピードを控えめにして走り
ましょう。

　　大　仙　警　察　署 1０１８７－６３－３３５５
　　美　郷　交　番 1０１８７－８４－２００４
　　美郷北駐在所 1０１８７－８５－３１１０
　　美郷南駐在所 1０１８７－８２－１１００
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　※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。

人のうごき 10月末現在

人　口 23,145人（－3）
　男 11,053人（－3）
　女 12,092人（－0）
世帯数 6,742世帯（＋5） （　　）内は前月比
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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
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ニュースポーツ教室（町総合体育館リリオス9:00～）
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館13:30～14:00）
分かりやすい歴史講演会（六郷公民館13:30～）

　

人権・いじめ・困りごと相談所（六郷公民館10:00～15:00）

人権・いじめ・困りごと相談所
（仙南交流センターおよび町ふれあいセンター10:00～15:00）
くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

もとだて児童館開館日（同館10:00～15:00　※要申込）

第３回美郷町オープン卓球大会
（町総合体育館リリオス9:00～）

水中ウォーキング教室（サン・スポーツランド千畑9:00～）
ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）
ふれあい談話室（役場仙南庁舎17:00～18:30）

行政相談（六郷公民館10:00～12:00）

子育て支援クリスマス楽しみ会（仙南公民館10:00～）

おはなしの会「しゃぼんだま」
（千畑交流センター10:00～11:00）

ウォーキング教室（町総合体育館リリオス9:00～）

全血献血（千畑保健センター14:00～16:00）
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）

農業所得収支計算説明会
（詳しくは13ページをご覧ください）

もとだて児童館開館日（同館10:00～15:00　※要申込）
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）
千畑中学校吹奏楽部クリスマスコンサート

（千畑福祉センター14:00～）

天皇誕生日
仙南公民館映画上映会（詳しくは14ページをご覧ください）

振替休日

後期高齢者医療制度説明会
（詳しくは12ページをご覧ください）

町県民税第４期納期限（口座振替日）　
国民健康保健税第６期納期限（口座振替日）
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町のカレンダーカレンダー 町のカレンダー 12月 12 12
～ 1 31

１月上旬の主な行事
１月１日（元旦）　美郷町相撲連盟初稽古
　　　　　　　　（仙南中学校屋内相撲道場9:00～）
　　４日（金）　町消防団出初式
　　　　　　　　（役場仙南庁舎前13:00～予定）　

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当番医
12月2日（日） 仙北組合総合病院　外科
9日（日） 大曲中通病院
16日（日） 仙北組合総合病院　整形
23日（日） 仙北組合総合病院　外科
24日（月） 大曲中通病院
30日（日） 大曲中通病院
31日（月） 仙北組合総合病院　整形
1月1日（火） 仙北組合総合病院　外科
2日（水） 大曲中通病院
3日（木） 仙北組合総合病院　整形

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）
12月2日（日）富永歯科医院（美郷町六郷） 84－0123
9日（日）嶋村歯科クリニック（大仙市大曲中通町）62－0410
16日（日）仙北歯科医院（大仙市福田） 69－2828
23日（日）井関歯科医院（大仙市朝日町） 63－8100
24日（月）ささき歯科医院（仙北市田沢湖） 44－3548
30日（日）くぼた歯科医院（仙北市田沢湖） 43－2233
31日（月）たかはし歯科医院（美郷町境田） 82－1118
1月1日（火）角間川歯科医院（大仙市角間川） 65－3536
2日（水）冨岡歯科医院（大仙市太田町） 88－1123
3日（木）カワラダ歯科医院（仙北市角館町） 55－1188

診察時間●午前9時～午後3時


