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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

田口　計介さん　野　中
細井ルリ子さん　大仙市
千葉　健太さん　下千間谷地
石田　景子さん　大仙市
橋　　哲さん　外川原
伊藤　史織さん　大仙市
橋　優介さん　上畑屋
峰本　裕子さん　秋田市
渡辺　和希さん　羽貫谷地
太田佳生子さん　横手市

　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

高階　金正さん（73）黒　沢
樽川　三治さん（94）土崎南部
畠山　正助さん（89）　塚
田口　金光さん（95）外川原
飯田　昇榮さん（82）今　泉
鈴木　彪三さん（90）土崎北部
小松やす子さん（87）作　山
小野寺　仁さん（57）荒　川
橋　三郎さん（72）上畑屋
大坂　 一さん（77）佐　野
斉藤　十三さん（84）馬　町
小松ヨシノさん（84）大　町

亡くなったかた 年齢 行政区

皆川八重子さん（72）本堂中部
加藤　ツヨさん（76）本　館
後松 右エ門さん（83）本堂東部
鎌田カネノさん（93）笹　巻
加藤　タツさん（91）土崎南部
田澤　　玲さん（78）一丈木
橋　　静さん（67）中　村
煙山　ミツさん（76）善知鳥
照井眞紀子さん（48）　塚
鈴木　ミヱさん（85）大荒田
齋藤　トシさん（79）野　中
嶋田　京悦さん（61）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 22,954人（－54）
　男 10,948人（－34）
　女 12,006人（－20）
世帯数 6,743世帯（－４）

戸籍の窓　４月届出順

嶋津　喜博さん　元本堂北部
帥　　淑萍さん　中　国
橋　幸栄さん　南　町
武藤　智子さん　上畑屋
齋藤　裕介さん　仙北市
藤肥　望美さん　中　野
加賀谷智樹さん　上畑屋
藤岡亜規子さん　本堂中部
佐藤　　剛さん　佐　野
佐藤真利子さん　上深井
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柴田　綾都ちゃん　（一　平さん、靖　子さん）　元　村
そ　ら

高橋　蒼空ちゃん　（康　弘さん、春　奈さん）　上鑓田
せり

高橋　　芹ちゃん　（　真　さん、真理子さん）　橋　本
みゆう

佐々木心優ちゃん　（勇　樹さん、弥　久さん）　下中野町
こうや

樫尾　幸弥ちゃん　（直　也さん、純　子さん）　土崎北部
田口ももかちゃん　（和　弘さん、真理子さん）　関　田

じん

室谷　　秦ちゃん　（純　孝さん、和歌子さん）　大　坂
ま　い

杉澤　麻衣ちゃん　（貴　洋さん、　睦　さん）　本堂西部
ことは

佐藤　琴羽ちゃん　（義　之さん、絵利子さん）　都　野
さ　き

照井　咲季ちゃん　（喜　和さん、美貴子さん）　今　泉
み　お

金子　美桜ちゃん　（　誠　さん、奈穂美さん）　今　泉
かなう

佐藤　奏羽ちゃん　（　慎　さん、幸　子さん）　小荒川
ね　ね

見　寧々ちゃん　（雄　吉さん、鮎　美さん）　茨　島
いぶき

伊藤　維吹ちゃん　（　茂　さん、尚　子さん）　駅　前
は　る

鷹觜　春琉ちゃん　（　薫　さん、一　紗さん）　田の尻

４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
～後部座席を含めたシートベルトと　　
　　チャイルドシートの着用の促進～

　あなたは「面倒だから」「すぐ近くだから」という理由か
ら、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」などの理由から着
用させないで運転していませんか。

　シートベルト・チャイルドシートの着用効果について
は、着用していた場合の死亡率も低く、安全運転や事故
防止に役立っていることが実証されています。
　交通事故にあったとき、シートベルト・チャイルド
シートを着用していないと前の席やフロントガラスなどに
頭部などを打ち付けられ、悲惨な結果になりかねません。
　ドライバーとして、自らを守ることは当然のことです
が、同乗されている人たちの安全を確保することも当然
の責任です。
　家庭や職場などにおいて、後部座席を含めたシートベ
ルトとチャイルドシートの着用についての必要性や使用
効果について話し合いの機会を作り、かけがえのない命
を守るようにしましょう。

シートベルト・チャイルドシートの着用効果

◎車が時速20㎞で衝突すると、体重の約６倍の
ショックが身体にかかります。この衝撃は腕や脚
で支えることはできません。シートベルト・チャ
イルドシートは衝撃をやわらげる命綱です。

◎衝突したとき、車内の突起物に頭や胸などを打った
り、開いたドアから放り出されるのを防ぎます。

◎運転姿勢を正しく保つことにより、視界の拡大や
的確な操作ができ、心を引きしめると同時に安全
意識が向上します。

交通規制のお知らせ
　
　第59回全国植樹祭および関連行事に伴う交通規制が、
６月14日～16日までの３日間、県北方面（北秋田市、大
舘市、鹿角市、小坂町）で行われます。そのうち国道285
号、通称樹海ライン、国道103号の規制は次のとおりで
すので、お出かけの際はこの時間帯を避けるか、または
お通りの際は現場警察官の指示に従ってください。
○国道285号　
　６月14日（土）午後２時頃～３時頃の間
　　　15日（日）午前９時30分頃～10時30分頃の間
　　　　　　　午後２時30分頃～３時30分頃の間
　　　16日（月）午後３時30分頃～４時30分頃の間
○通称樹海ライン
　６月16日（月）午前10時30分頃～正午頃の間
○国道103号
　６月16日（月）午後２時30分頃～４時頃の間
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人権・いじめ・困りごと相談所（千畑交流センター、六
郷公民館、仙南交流センター　各会場10：00～15：00）
真昼山町民登山

わくわくおはなし「夢ふうせん」
（学友館10：30～11：00）

美郷町野球大会（六郷野球場）

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　※要申込）

行政相談日（六郷公民館10：00～12：00）
くるみの会（六郷保健センター10：00～15：00）

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）
美しき郷めぐり湯ったりウォーキング・健康講話（六郷湧水群ほか8：30～）
もとだて児童館開館日（同館10：00～15：00）
湯とぴあ雁の里温泉開業5,000日達成記念イベント

（同温泉大広間14：00～15：00）
操体法（ふれあいセンター10：00～11：30）
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ラベンダー園開園（千畑ラベンダー園、～7月6日）
もとだて児童館開館日（同館10：00～15：00　※要申込）

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）

グラウンド・ゴルフ大会（雁の里山本公園、大台野広場、
　あったか山グリーンパーク8：00～）
平成20年度美郷町消防訓練大会

（雁の里山本公園・消防訓練場8：30～）
べごっこまつり（大台野広場10：00～14：00）

7月のおもな行事　
７月６日（日）海上自衛隊大湊音楽隊コンサート
　　　　　　（仙南公民館開場13:20、開演14:00）
　　　　　　※入場券発券は6月14日（土）
　　　　　　　仙南公民館9：00～、
　　　　　　　全席指定、無料、一人2枚まで

町のカレンダーカレンダー 町のカレンダー 6月 6
1

6
30

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当番医

６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

22日（日） 仙北組合総合病院　外科

29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）

６月１日（日）まつだ歯科医院（仙北市田沢湖） 43－3600

８日（日） ながさか歯科医院（大仙市長野） 56－2255

15日（日） 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

診察時間●午前9時～午後1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）

　　　　　　　　　（毎週日曜日） 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

６月30日（月）は町県民税の第１期・全期納期
限日（口座振替日）です
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