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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

加藤　裕之さん　石　神
金村　敬子さん　横手市
熊谷　貴志さん　土崎北部
五十嵐　望さん　大仙市
八嶋　　健さん　下野荒町
鈴木　澄子さん　大仙市
照井　孝彦さん　今　泉
深沢　美紀さん　四ツ谷
木下　浩樹さん　旭　町
富樫　恭子さん　大仙市

　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

佐藤　キヱさん（92）下菻沢
照井　昭藏さん（74）下野荒町
畑　ツメさん（85）黒　沢
本間　博勝さん（86）善知鳥
皆川キミヱさん（94）本堂中部
久米辰五郎さん（86）糠　渕
佐藤スヱノさん（95）小荒川
東海林チヨさん（97）下野際
田沢　ミツさん（89）善知鳥
橋　フミさん（76）糠　渕
福田みさをさん（47）寺　田
谷口　　榮さん（74）石　町

亡くなったかた 年齢 行政区

森元　義躬さん（72）安城寺上
伊藤　秀美さん（53）羽貫谷地
佐藤東三郎さん（88）上深井西
後藤　ミツさん（93）土崎南部
田口　カツさん（76）外川原
深澤長 エ門さん（76）大　畑
小田島吉治さん（90）耳　取
枝川　京子さん（76）本道町
谷口　孝藏さん（90）今　泉
佐藤　和子さん（52）第二暁
加藤　四治さん（76）土崎北部
田村　キミさん（86）土崎北部

　※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 戸籍の窓　11月届出順

小松　竜童さん　西高方町
中谷　　萌さん　一丈木
前田　信行さん　大　坂
王　　亜芳さん　中国吉林省
鷹 　　亮さん　田の尻
畠山　　幸さん　秋田市
橋　　環さん　上畑屋
佐々木慈子さん　大仙市
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鎌田　陽人ちゃん　（倫　匡さん、一　枝さん）　四ツ谷
ひびき

佐藤　響稀ちゃん　（雅　行さん、亜希子さん）　上千間谷地
ともよ

澁谷　知世ちゃん　（幸　宏さん、美香子さん）　糠　渕
ほのか

倉田　萌叶ちゃん　（太　一さん、恵美子さん）　旭　町
しおん

木村　詩穏ちゃん　（智　也さん、麻　美さん）　八　卦
ゆずか

杉澤　柚花ちゃん　（英　樹さん、久美子さん）　本堂東部
けんご

大久保健吾ちゃん　（　匠　さん、祐　子さん）　下畑屋
げんた

高橋　玄太ちゃん　（大　介さん、孝　枝さん）　旭　町
たいせい

高橋　大成ちゃん　（秀　作さん、貴　子さん）　上新町
はるか

川本　　遥ちゃん　（健太郎さん、洋　美さん）　米　町
ゆきと

川優希斗ちゃん　（裕　太さん、香保利さん）　千屋南部

人のうごき 11月末現在

人　口 23,123人（－22）
　男 11,047人（－６）
　女 12,076人（－16）
世帯数 6,735世帯（－７） （　　）内は前月比

新年を　みんなで誓おう　交通安全

　新年おめでとうございます。
　皆さんには、ご家族共々、希望に満ちあふれた新年を迎
えられたことを、こころからお慶び申し上げます。
　さて、一年の計は元旦にありと言われておりますよう
に、皆さんも新たな気持ちで「交通事故防止」の誓いをさ
れたことと思います。
　特に昨年は、飲酒運転厳罰化の法改正が施行され、自動
車の同乗者や酒類の提供者に対する罰則が新設されまし
た。皆さんの地域でも、飲酒運転撲滅に一層努めるようご
協力をお願いします。

　交通マナーアップ5つの実践　

－　運転者編　－

①子どもとお年寄りを見たらスピードを落とし、人
にやさしい運転をします。
②交差点では、“見る、待つ、ゆずる”の思いやり運転
をします。
③後部座席同乗者にもシートベルトを着用させ、
チャイルドシートを正しく使用します。
④運転中の携帯電話は、ドライブモードまたは電話
オフにします。
⑤余裕を持った計画を立て、ゆとりある運転をしま
す。

－　歩行者・自転車編　－

①人も自転車も交通ルールを守って、安全な行動に
徹します。
②道路を横断するときは、“右見て左見て”安全を確
認します。
③夜光反射材を付け、明るい服装で自分の身を守り
ます。
④交差点では、しっかり止まって、はっきり確認しま
す。
⑤自転車の飲酒、無灯火、携帯電話使用など危険な運
転はしません。
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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～）

官公署仕事始め
美郷町消防団出初式（役場仙南庁舎前他13:00～）
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館13:30～14:00）

新春書き初め大会（仙南交流センター9:00～）

もとだて児童館開館日（～11日）

美郷町交通指導隊・防犯指導隊出初式
（六郷公民館10:00～）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）
ふれあい談話室（役場六郷庁舎17:00～18:30）

新春囲碁大会（六郷公民館9:00～）
ニュースポーツ教室（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）

新春将棋大会（千畑交流センター9:00～）
新春カルタ大会（仙南交流センター10:00～）
成人の日

全血献血
　（六郷保健センター10:00～12:00、13:00～16:00）

仙南幼稚園・保育園入園説明会（同園15:30～）

六郷幼稚園・保育園入園説明会（同園13:30～）

千畑幼稚園・保育園入園説明会（同園13:30～）

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）
生涯スポーツ研修会（16ページをご覧ください）
第１回美郷町芸術文化賞授与式（仙南公民館11:00～）

操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

第４回町民サッカー大会（総合体育館リリオス～27日）
もとだて児童館開館日（20ページをご覧ください）
ニュースポーツ教室（仙南体育館9:00～）

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）

国民健康保険税第７期納期限（口座振替日）
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2月の主な行事予定
４日～　　所得税と町県民税の申告相談
　　　　　　（詳しくは12～13ページをご覧ください）
11～15日　六郷のカマクラ
15日　　　竹うち（秋田諏訪宮前かまくら畑）
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町のカレンダーカレンダー 町のカレンダー 1月 1
～ 1
1
31

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当　番　医
12月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
６日（日） 仙北組合総合病院　外科
13日（日） 仙北組合総合病院　整形
14日（月） 大曲中通病院
20日（日） 大曲中通病院
27日（日） 仙北組合総合病院　外科

２月３日（日） 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
６日（日） 金子歯科医院（大仙市大曲丸子町） 63－7300
13日（日） 佐藤歯科医院（仙北市角館町） 53－2944
14日（月） くぼた歯科医院（仙北市田沢湖） 43－2233
20日（日） 佐藤歯科医院（大仙市大曲中通町） 63－0308
27日（日） 角間川歯科医院（大仙市角間川） 65－3536
2月3日（日） 畠山歯科医院（大仙市南外） 74－3115

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


