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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

泉谷　弘毅さん　釜　蓋
高橋　直子さん　湯沢市
地主　広幸さん　押　切
嶋貫　弥生さん　大仙市
大阪　正剛さん　上 田
畑山てるみさん　善元寺

　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

千葉トミヱさん（81）百目木
佐々木重治さん（82）羽貫谷地
渡 　慶一さん（79）千屋南部
佐々木敦子さん（78）一丈木
川井　孝悦さん（83）上 田
澤野　久治さん（81）米　町
藤田　タキさん（78）谷地川
橋あい子さん（56）七　滝
照井子之助さん（98）橋　本
鈴木　貞輔さん（87）土崎南部
田口　龍治さん（81）本堂中部
森元　正一さん（87）安城寺上
出雲　善二さん（82）中　島
畠山スミ子さん（84）　塚
佐藤　　昭さん（57）上前郷
木村レイ子さん（85）下野荒町
山田　壽司さん（84）一丈木
橋キクノさん（81）大　畑

亡くなったかた 年齢 行政区

木村　アイさん（79）橋　本
高橋　モヨさん（87）琴　平
橋チルヱさん（86）東高方町
武藤　利男さん（69）　塚
戸沢トキヱさん（87）千屋中部
奥山　勝男さん（51）安城寺上
橋　幸一さん（84）上新町
鈴木　良司さん（92）安城寺下
橋フミ子さん（59）後三年
煙山シユメさん（94）善知鳥
熊谷與四郎さん（84）土崎北部
橋　良助さん（67）上野際
橋　昭三さん（79）小荒川
照井　　敏さん（54）今　泉
小松スヱノさん（71）安城寺上
橋　敬七さん（85）南　町
橋　トシさん（90）小町田

　※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 23,088人（－35）
　男 11,026人（－21）
　女 12,062人（－14）
世帯数 6,735世帯（±０）

戸籍の窓　12月届出順

橋　　智さん　熊　堂
梅山亜紗子さん　耳　取
山藤　　勉さん　上新町
福原　美雪さん　大仙市
小野寺信吾さん　明田地（六郷）
齋藤留美子さん　秋田市
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かずし

照井　和志ちゃん　（　悟　さん、祐依子さん）　橋　本
り　お

村田　理央ちゃん　（幸　治さん、裕　美さん）　上野荒町
ほうじゅ

正井　鳳珠ちゃん　（佑　典さん、結　城さん）　旭　町
しょう

小林　　翔ちゃん　（　忍　さん、淳　子さん）　新　田
いおり

佐藤　　庵ちゃん　（一　 さん、　瞳　さん）　小安門団地
しのん

齊藤　心暖ちゃん　（智　幸さん、香寿美さん）　元本堂南部
しゅう

安藤　　柊ちゃん　（宏　樹さん、　愛　さん）　熊野団地
はるな

照井　花奈ちゃん　（英　紀さん、治　子さん）　万願寺

12月末現在

（　　）内は前月比

「振り込め詐欺」「還付金等詐欺」に
ご注意ください！

～最近は手口が巧妙になっています～

　オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺を総称
して「振り込め詐欺」と呼んでいますが、詐欺師はあの手
この手であなたを心配させたり驚かせたり脅したりして
現金を請求し、お金を金融機関のＡＴＭ（自動現金預払
機）等でお金を振り込むように要求してきます。最近で
は還付金等詐欺事件も多発し、これら身近な知能犯罪が
増えています。
　県内における平成19年12月末の「振り込め詐欺」等の被
害状況は次のとおりです。

名　称 被害件数 被　害　額
オ　レ　オ　レ　詐　欺 22件 7,103万5,000円
架　空　請　求　詐　欺 13件 1,648万2,760円
融資保証金詐欺 39件 2,676万3,500円
還　付　金　等　詐　欺 ６件 649万7,478円

被害件数80件　被害総額１億2,077万8,738円

社会情勢に応じて詐欺の手口も多様化しています

　税務署や社会保険事務所等の職員を名乗る電話で「所
得税の還付時期が迫っている」「未払いの可能性のある年
金記録がある」と言って手数料の振り込みを迫ります。
　突然の電話や文書等には慌ててしまいますが、信頼で
きる身の回りの人に
相談をするなどし
て、決して一人で判
断しないように気を
つけましょう。

おかしいと思ったら！まずは相談しましょう
　お金を振り込ませる
不審な電話、ハガキ、
メール等が来ました
ら、振り込む前に警察
署や交番の窓口をご利
用ください。

　　　　　県警本部 県民安全相談センター
1018（864）9110
　　（または♯9110）

　　　　　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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室内運動教室（総合体育館リリオス9:00～）　
総合型地域スポーツクラブ研修会

（トレーニングセンターろくごう13:30～15:00）
わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館13:30～14:00）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

かすみがうら市歴史学習交流児童来町（～２月９日）

おはなしの会「しゃぼんだま」
（千畑交流センター10:00～11:00）

六郷小学校音楽部ありがとうコンサート
（仙南公民館13:30～）

建国記念の日
六郷のカマクラ（六郷地区、～２月15日）　　　　　　
町民バドミントン大会（総合体育館リリオス8:00～）

「ねんきん特別便」相談窓口（六郷公民館10:00～15:00）

竹うち（秋田諏訪宮前カマクラ畑20:00～）
秋田美郷・大田六郷交流会来町（～2月16日）

操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

ふれあい談話室（役場千畑庁舎17:00～18:30）

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）

 全血献血
（スーパーセンター仙南店10:00～12:00、13:00～16:00）
ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

成分献血（千畑保健センター　※要予約）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）
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2008子年「新春色紙展」開催中　
（役場千畑庁舎１階特設ギャラリー、～２月15日）
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　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当番医
２月３日（日） 仙北組合総合病院　整形
10日（日） 大曲中通病院
11日（月） 仙北組合総合病院　外科
17日（日） 仙北組合総合病院　整形
24日（日） 仙北組合総合病院　外科

３月２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）
２月３日（日）畠山歯科医院（大仙市南外） 74－3115
10日（日）田口歯科クリニック（仙北市角館町） 53－2212
11日（月）おやしき歯科クリニック（大仙市角間川） 65－2002
17日（日）田口歯科医院（大仙市大曲田町） 63－7117
24日（日）ながさか歯科医院（大仙市長野） 56－2255

３月２日（日）こまい歯科医院（大仙市大曲上栄町） 62－4189
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

町のカレンダー 町のカレンダー 2月 2
～ 1
2
29


