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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

鈴木　一良さん　大荒田
鈴木　　瞳さん　仙北市
小松田祐也さん　上千間谷地
橋　初美さん　湯沢市
西村　亮斗さん　琴　平
佐藤沙由里さん　羽後町
菅原　英樹さん　本堂東部
伊藤ちひろさん　仙北市
渋谷　　学さん　中　関
川あゆ子さん　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

福田寛治郎さん（65）寺　田
高橋　君子さん（79）野　中
仁坂八郎右エ門さん（80）野　際
武藤タツヱさん（92）上畑屋
煙山與三郎さん（85）外川原
谷屋ユリ子さん（86）北雀柳
戸沢　　馨さん（87）第一暁
中田　重一さん（80）本　田
　敏雄さん（73）米ノ口

岡山　健藏さん（83）大　町
福澤　民雄さん（68）橋　本

亡くなったかた 年齢 行政区

谷口　芳子さん（77）石　柳
齊藤　政治さん（80）上畑屋
久米謙治郎さん（83）今　泉
橋シミヱさん（96）千屋中部
橋　義成さん（61）黒　沢
板谷　　勇さん（71）新　町
藤嶌　辰治さん（80）一丈木
橋　リツさん（79）中通り
高橋　平治さん（84）押切紀の国
佐々木フサヱさん（94）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 22,825人（－16）
　男 10,866人（－16）
　女 11,959人（－０）
世帯数 6,750世帯（＋３）

戸籍の窓　10月届出順

池田　孝美さん　　塚
皆川　明菜さん　湯沢市
橋本　雅己さん　大久保
斎藤ゆかりさん　中通り
井関　一良さん　扇　田
赤坂麻里子さん　盛岡市
佐藤　克哉さん　西東京市
橋　智里さん　万願寺
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橋　慶乃ちゃん　（　忍　さん、麻依子さん）　小荒川
み　と

川井　美兎ちゃん　（良　介さん、美和子さん）　善元寺
くうと

細井玖生斗ちゃん　（克　之さん、奏　子さん）　土崎北部
ことね

岡本　琴音ちゃん　（明　浩さん、由佳子さん）　東高方町
ひ　な

澁谷　愛花ちゃん　（　豊　さん、めぐみさん）　下菻沢
ゆ　め

栗林　由芽ちゃん　（宏　昌さん、良　枝さん）　馬　町
わ　か

橋　和華ちゃん　（一　禎さん、直　子さん）　上畑屋
らみゆ

藤城藍美夢ちゃん　（甲子園さん、佳　菜さん）　中通り
はるき

加藤　温喜ちゃん　（裕　之さん、敬　子さん）　石　神
ゆ　め

本間　優芽ちゃん　（　忍　さん、真由美さん）　谷地中（金沢）
そうた

奥山　颯太ちゃん　（　豪　さん、聡　子さん）　安城寺下
か　ほ

佐藤　花帆ちゃん　（友　和さん、利　枝さん）　新　町
りゅうが

渡辺　琉雅ちゃん　（和　希さん、佳生子さん）　羽貫谷地

10月末現在

（　　）内は前月比

全ての座席で
シートベルトと
チャイルドシー
トを正しく着用

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

年末の交通安全運動
12月11日（木）～20日（土）

急がずに　マナーとゆとりで　交通安全
12月は「飲酒運転追放県民運動」強調月間です

　　　　　　◆飲酒運転の根絶
　　　　　　◆子どもと高齢者の交通事故防止
運動の重点　◆冬道の安全運転の推進
　　　　　　◆全ての座席のシートベルトと
　　　　　　　チャイルドシートの正しい着用の徹底

飲酒運転は厳罰です！
　飲酒運転を助長する行為をした周辺の人も罰せられます。
　○車両提供　　○酒類提供　　○同乗
罰則例（車両提供者の場合）
　酒酔い運転　5年以下の懲役または100万円以下の罰金
　酒気帯び運転　3年以下の懲役または50万円以下の罰金

子どもと高齢者の事故防止

◆運転者はスピードを抑えた優しい運転
をしましょう。

◆歩行者は飛び出しや直前横断など危険
行為をやめましょう。

◆反射材着用やライトの早めの点灯など
よく見えるよう心がけましょう。

冬道の安全運転の推進

　冬道の特性に応じた
運転を心がけ、時間と
心に余裕を持って行動
しましょう。



広報美郷　平成20年12月号27

※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、救急医療を行っています。

　歯科休日当番医のご案内　

診察日 当　番　医 電話番号（0187）
12月7日（日）にしき歯科クリニック（仙北市西木町） 47-2894
14日（日）たかはし歯科クリニック（大仙市高梨） 62-6800
21日（日）田口歯科医院（大仙市大曲田町） 63-7117
28日（日）俵谷歯科医院（大仙市協和） 0188-92-3282
31日（水）高山歯科医院（美郷町土崎） 85-3911

平成21年1月1日（木）ホワイト歯科医院（大仙市日の出町） 86-3180
1月2日（金）岩田歯科医院（大仙市四ツ屋） 62-8264
1月3日（土）金子歯科医院（大仙市大曲丸子町） 63-7300
1月4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
12月7日（日） 仙北組合総合病院　外科
14日（日） 仙北組合総合病院　整形
21日（日） 大曲中通病院
23日（火） 仙北組合総合病院　外科
28日（日） 仙北組合総合病院　整形
31日（水） 仙北組合総合病院　外科

平成21年1月1日（木） 仙北組合総合病院　整形
1月2日（金） 大曲中通病院
1月3日（土） 仙北組合総合病院　外科
1月4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
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子育て支援クリスマス楽しみ会
（千畑ふれあいセンター10:00～）

屋内ウォーキング教室（リリオス9:00～11:00）
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）

児童虐待防止講演会（アクアホール13:30～15:00）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

天皇誕生日

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）
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くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

人権・いじめ・困りごと相談所（千畑ふれあいセン
ター、六郷公民館、仙南交流センター10:00～15:00）
わくわくお話し「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）

第４回町民バスケットボール大会（リリオス9:00～）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

水中ウォーキング教室
（西仙北ぬく森温泉ユメリア9:30～12:30）

行政相談日（六郷公民館10:00～12:00）
ふれあい談話室（役場千畑庁舎17:00～18:30）
※ご希望の方は前日まで総務課秘書広報班へお申し込
みください。10187（84）1111

おはなしの会「しゃぼんだま」
（千畑交流センター10:00～11:00）

発掘報告会（六郷公民館13:30～15:00）

操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

平成21年度幼稚園・保育園入園説明会
（なかよし園、わくわく園、すこやか園13:30～）

全血献血（サテライト六郷10:00～11:00、日東光器（株）
11:20～12:30、ロートピア緑泉13:45～14:45、スー
パーセンター仙南15:00～16:30）
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町のカレンダーカレンダー 町のカレンダー 月 
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1月のおもな行事
１月１日（木）美郷町相撲連盟初稽古
　　　　　　　（仙南中学校屋内相撲道場9:00～）
　　４日（日）町消防団出初式
　　　　　　　（仙南公民館13:30）
　　　　　　　

１月５日（月）は町県民税４期、国民健康保険税
６期、後期高齢者保険料６期納期限日（口座振替
日）です。


