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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

飛澤　光寛さん　本　館
久米　和子さん　今　泉
加藤　武士さん　上　町
武山さやかさん　宮城県
佐々木　佑さん　佐　野
近藤沙也圭さん　大仙市
深澤　隼人さん　湯　竹
佐々木峰子さん　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

照井　一義さん（75）石　町
大河　一彦さん（67）上 田
加藤　芳美さん（80）大　町
小林　耕次さん（78）鶴　水
鈴木タマノさん（101）千屋南部
佐藤　エイさん（97）米　町
照井　堅藏さん（87）元　村
千葉　　清さん（83）百目木
武田　キヨさん（87）東高方町
澁谷　洋子さん（62）上菻沢
佐藤榮治郎さん（80）下菻沢
橋 流子さん（67）中　野

佐々木フヂノさん（81）四天地
階ミツ子さん（83）黒　沢

亡くなったかた 年齢 行政区

橋　勇悦さん（72）小荒川
高橋彌右エ門さん（90）関　田
木村　勇人さん（54）米ノ口
星山　吉男さん（82）本堂中部
安倍　 爾さん（81）旭　町
藤本　正市さん（87）本堂東部
齊藤　フデさん（96）元本堂北部
橋　　正さん（75）新　町
渡部　幸輔さん（82）大　町
森川　 江さん（78）本堂西部
高階多津美さん（51）黒　沢
橋　修治さん（80）御　前
田村　テツさん（80）上畑屋

※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 22,927人（－27）
　男 10,930人（－18）
　女 11,997人（－９）
世帯数 6,746世帯（＋３）

戸籍の窓　５月届出順

佐藤健太郎さん　小荒川
熊谷　真弓さん　土崎北部
岡本　明浩さん　東高方町
澤田由佳子さん　大仙市
佐藤　正太さん　小荒川
佐々木美咲さん　秋田市

（
（
（

しおん

遠田　真温ちゃん　（　梓　さん、静　香さん）　小安門団地
ゆうな

塚　佑奈ちゃん　（　剣　さん、友　美さん）　湯　竹
ひかり

八嶋　　輝ちゃん　（　健　さん、澄　子さん）　下野荒町
たくみ

地主　拓海ちゃん　（大　士さん、美由紀さん）　駅　前
ゆ　な

福田　由奈ちゃん　（由　徳さん、純　子さん）　中前郷
り　お

松山　莉桜ちゃん　（大　輔さん、友　子さん）　湯　竹
ゆうあ

佐々木悠娃ちゃん　（寛　章さん、　忍　さん）　上 田
ふうが

小松　風雅ちゃん　（竜　童さん、　萌　さん）　西高方町
えいた

須田　瑛太ちゃん　（亮　平さん、なつみさん）　川原保
みさき

橋海沙輝ちゃん　（裕貴実さん、愛　子さん）　橋　本
ゆづき

大澤　佑月ちゃん　（　修　さん、陽　子さん）　本堂東部

５月末現在

（　　）内は前月比

振り込め詐欺等にご注意を
　まさか自分が・・・そう思いながらだまされる人が少
なくありません。

　オレオレ詐欺　
　息子や孫を名乗る者が「会社のお金を使い込んだ」「借金
の保証人になり困っている」と電話をかけてきて、お金を
要求します。
　この時、泣き声で悲壮感をあおったり、「会社をクビに
なる」「警察沙汰になる」などと言ってあなたを慌てさせま
す。
　電話を切ったら深呼吸。まずは落ち着いて家族や知
人、警察に相談しましょう。

　架空請求詐欺　
　団体（訴訟管理局、民事訴訟通達センター）を装って「有
料サイトの利用料が未払いであり、支払わなければ会社
に行く、裁判を起こす」などと、メールやハガキで利用料
金を振り込ませようとする架空請求書などが送られてき
ます。
　覚えのない請求は無視しましょう。記載された番号に
電話すると、相手の口車に乗せられ個人情報の流出、現
金の振り込みにつながります。

　融資保証金詐欺　
　「審査済み、90日間無利息、固定金利0.7％ブラックＯ
Ｋ、借金の一本化」と雑誌広告やチラシなどで有利な条件
をうたって融資を勧誘し、融資前に保証金、登録料の名
目で現金を振り込ませます。
　正規の業者が融資の前に保証金や登録料の名目でお金
を振り込ませることはありません。融資前にはっきりと
断る勇気を持ちましょう。

　還付金詐欺　
　税務署、社会保険庁、自治体職員を名乗り、「過払いの
税金、保険料を返すが、今日中に手続きしないと間に合
わない」と通帳・キャッシュカードを持ってＡＴＭ機前に
行かせ携帯電話で操作を指示し、犯人の指定口座に通帳
からお金を振り込ませます。
　税務署などの役所が銀行のＡＴＭに行くように指示す
ることはありません。「今日中に」と言われても、慌てず
関係機関に確認しましょう。

　お金を振り込ませる不審な電話、ハガキ、メールなど
がきたら、まず警察署や交番の窓口に相談しましょう。

現場はそのまま110番！！
～犯罪の被害にあったらすぐ届出を～

　万が一犯罪の被害にあった時や事件を知った時は、事
件を早期解決し、再犯を防止するためにも、現場に手を
触れず、そのままにし、すぐに110番通報をするなどの届
出をお願いします。
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

広報６月号の戸籍の窓「おしあわせに」に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。
（誤）佐藤　　剛さん（佐　野）　（正）大坂　　剛さん（佐　野）
　　佐藤真利子さん（上深井）　　　佐藤真利子さん（上深井）
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美郷町農業委員会委員一般選挙告示日
ラベンダー園開園（千畑ラベンダー園～６日）
操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

わくわくおはなし「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）
美郷町農業委員会委員一般選挙投開票日
（投票7:00～18:00町内17ヵ所、開票19:00ふれあいセンター）
美郷町野球大会（六郷野球場ほか8:00～）
海上自衛隊大湊音楽隊コンサート（仙南公民館14:00）

「ドリーム体験！ほんもの講座」
（仙南公民館11:00～12:00、14:15～15:15）

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）

美郷町野球大会（六郷野球場ほか8:00～）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

全血献血（六郷高校10:00～12:00、（株）レジーナ13:00
～14:00、六郷保健センター14:30～16:00）
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六郷プール・プールパークせんなん営業開始
（～８月24日）
町民サッカー大会（大台野多目的広場9:00～）
海の日

町民相撲大会（仙南運動公園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（役場六郷庁舎17:00～18:30※要申込）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

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６日（日） 大曲中通病院

13日（日） 仙北組合総合病院　外科

20日（日） 仙北組合総合病院　整形

21日（月） 大曲中通病院

27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６日（日）長尾歯科医院（大仙市長野） 56－4405

13日（日） さいとう歯科クリニック（仙北市角館町）53－2752

20日（日） 金子歯科医院（大仙市大曲丸子町） 63－7300

27日（日） 嶋村歯科クリニック（大仙市大曲中通町）62－0410

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

7月は「社会を明るくする運動」強調月間です。

７月31日（木）は固定資産税第２期・国民健康保
険税第１期納期限日（口座振替日）です。

8月のおもな行事　
８月２日（土）清水祭り樽みこし（琴平神社出発13:30）
８月３日（日）舟ッコ流し （六郷・御伊勢堂川20:00～）
８月15日（金）美郷町成人式（仙南公民館10:00～）


