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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

高橋　一天さん　鶴　水
津嶋　依里さん　東京都

佐藤　　靖さん　旭　町
小松恵里香さん　由利本荘市

　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

武藤ツギヱさん（89）下野荒町

佐々木京子さん（52）都　野

嶋津　キヨさん（88）元本堂南部

山代　利子さん（85）土崎北部

木村養之助さん（81）谷地川

加藤キミヱさん（81）土崎北部

淡路　チヤさん（77）石　神

今川　トヨさん（57）千屋南部

橋　進勝さん（79）中鑓田

最上トキ子さん（78）本道町

後藤リユウ子さん（76）米ノ口

鈴木　正雄さん（80）　塚

亡くなったかた 年齢 行政区

傳野　貞治さん（78）籠　林

照井　ナツさん（82）下野荒町

川　金一さん（72）千屋南部

鎌田運太郎さん（82）米　町

橘　　清虎さん（66）善元寺

武藤キミヨさん（90）上畑屋

佐藤　　昇さん（66）駅　前

草薙ハルノさん（94）中　野

永代　良則さん（76）小荒川

煙山　センさん（96）本堂東部

照井　アイさん（78）釜　蓋

森元トミヱさん（95）安城寺上

　※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 4月末現在 

人　口 22,869人（－10）
　男 10,900人（－１）
　女 11,969人（－９）
世帯数 6,746世帯（＋８）

戸籍の窓　８月届出順

橋　慶二さん　御　前
工藤たまきさん　秋田市

大村田祐輔さん　横手市
伊藤真奈美さん　大久保
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高橋　　蓮ちゃん　（国　光さん、愛　美さん）　本堂西部
はみい

大村　葉未ちゃん　（　学　さん、千　明さん）　後三年
ゆうか

深澤　悠花ちゃん　（隼　人さん、峰　子さん）　湯　竹
ゆ　い

小松　柚依ちゃん　（幹　史さん、利　惠さん）　新　町
ひ　ま　わ　り

佐々木向日葵ちゃん　（　玄　さん、依寿美さん）　本　田
ゆ　い　か

佐藤優妃夏ちゃん　（利　幸さん、美　郷さん）　中前郷
ゆ　い　こ

後藤由依子ちゃん　（楽　久さん、久美子さん）　外川原

８月末現在

（　　）内は前月比

10月1日から自転車での
「傘さし」・「携帯電話の使用」
「ヘッドホン・イヤホンで音楽等の視聴」

は禁止です
　

～ 改 正 内 容 の あ ら ま し ～

携帯電話を使用しての運転禁止
　携帯電話を手に持って、「通話」「操作」「画面を見な
がら」自転車を運転してはいけません。
　電話相手と通話する以外に、メールを打ち込む操作
や携帯電話の画面を見ながらの運転も禁止です。
※傘さし運転は、従来から禁止されています。

ヘッドホン・イヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲
の音が十分に聞こえないような状態での運転禁止
　携帯電話や音楽等視聴機器を利用して、ヘッドホン
等で両耳をふさぐ等、周りの音が十分に聞こえないく
らいの高音量で音楽等を聴きながら自転車を運転して
はいけません。
　ヘッドホン等の使用に限らず、スピーカーから直接
音を出して周りの音が十分に聞こえないような状態で
の運転も禁止です。

すべての道路において禁止
　今までは、交通の頻繁な道路のみが禁止の対象に
なっていましたが、これからは、交通量に関係なくす
べての道路において禁止となります。
　自転車で歩道を通行する場合も禁止です。

～自転車のライトは、必ず点灯しましょう～
○自転車には、前後や横からも見える反射材をつけま
しょう。
○点検、整備された安全な自転車に乗りましょう。
○飲酒後に自転車に乗ることはやめましょう。

夜間、自転車に乗るときも反射材を！

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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※休祭日救急医療センター（大仙市大曲
保健センター内）は、９月末で廃止さ
れ、「休日救急医療連携事業」とし
て、10月から仙北組合病院内にその
機能を移し、救急医療を行います。

　歯科休日当番医のご案内　

診察日 当　番　医 電話番号（0187）

10月5日（日） 協和歯科診療所（大仙市協和） 0188-92-3166

12日（日） 小坂歯科医院（大仙市刈和野） 75-1015

19日（日） 佐藤歯科医院（仙北市角館町） 53-2944

26日（日） たかはし歯科医院（美郷町境田） 82-1118

診察時間●午前9時～午後1時

◎10月から休日の医療体制が変りました

診療場所●仙北組合総合病院

診療科目●内科・小児科

診療時間●午前９時～午後３時

　　　　　10187（63）2111

休日救急医療
連　携　事　業

（日曜日・祝日および年末年始）

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当　番　医
10月5日（日） 仙北組合総合病院　外科
12日（日） 仙北組合総合病院　整形
13日（月） 大曲中通病院
19日（日） 大曲中通病院
26日（日） 仙北組合総合病院　外科

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
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おおた商い観光展（～18日、大田区産業プラザPIO
　10:00～17:00※最終日は16:00まで）

町民黒森登山
町グラウンドゴルフ決勝大会（大台野広場8:30～）
友好都市ふれあい広場
（～19日、大田区JR蒲田駅西口広場10:00～16:00）

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）
町民登山
（トレーニングセンターろくごう集合9:00～　※要申込）
健康づくり講座（千畑福祉センター10:00～11:30）

ひまわり会（野外訓練10:00～15:00）
元気アップセミナー「ストレスに強くなる食事」

（仙南保健センター13:30～）

金婚式（ふれあいセンター11:00～）
秋の行政相談週間「巡回行政相談」

（仙南交流センター13:00～15:00）

町の日記念式典（仙南公民館10:00～）
美郷フェスタ2008（六郷体育館ほか9:00～）
美郷フェスタ2008（六郷体育館ほか9:00～）
第4回町オープン卓球大会（リリオス9:00～）
操体法（六郷保健センター9:00～16:00）
子ども安全集会（ふれあいセンター14:00～）

ふれあい談話室（役場六郷庁舎17:00～18:30※要申込）
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くるみの会（町外研修）

子育て支援「子育て講座」（すこやか園10:00～）

わくわくお話し「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）

第4回町民パークゴルフ大会
（雁の里パークゴルフ場8:00～）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

全血献血
（昭和産業（株）10:00～12:00、六郷保健センター13:30～16:00）

第18回民謡長者の山全国大会予選（千畑体育館9:00～）

国体開催記念自転車競技会兼第5回チャレンジサイクル大会
（六郷自転車競技場8:00～）

第4回町民ソフトテニス大会（大仙市太田テニスコート9:00～）
第4回町民バレーボール大会（リリオス・仙南体育館9:00～）
第18回民謡長者の山全国大会準決勝・決勝（千畑体育館9:30～）
体育の日
第4回中学校新人駅伝競走大会・第1回中学校新人女子
駅伝競走大会（千畑地区9:50～）
水の郷シンポジウム（仙南公民館14:00～）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）
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11月のおもな行事　OTAふれあいフェスタ2008　11月8日（土）・9日（日） 　（大田区平和島競艇場内）

町のカレンダーカレンダー 町のカレンダー 10月 10
1

10
31

10月31日（金）は町県民税3期、国民健康保険税4期、
後期高齢者医療保険料4期納期限日（口座振替日）
です。


