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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

佐々木　克さん　横手市
佐々木祐佳さん　下中野町
佐々木和寛さん　土崎北部
野村久美子さん　大仙市
藤井　　翔さん　荒　川
畑　綾子さん　大仙市
橋　志洋さん　元本堂南部
井上美穂子さん　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

武藤　丈志さん（60）上畑屋
草薙二治郎さん（96）中　野
佐藤　孝二さん（71）上千間谷地
藤井　ツヤさん（100）善元寺
照井　アイさん（80）土崎北部

橋マサコさん（83）上 田
室谷　雅子さん（80）大　坂
長澤　キツさん（97）作　山
松田　耕一さん（79）石　柳
戸澤　武雄さん（84）小荒川
寺山　ハツさん（93）西高方町

亡くなったかた 年齢 行政区

大川ウメノさん（89）寺　田
佐藤久二雄さん（67）作　山
鈴木　勝實さん（79）安城寺上
山口　キヨさん（91）長岡森
橋　チヨさん（72）駅　前

小田島　清さん（79）橋　本
大川　 治さん（80）元本堂南部
伊藤　 美さん（79）寺　田
照井　 二さん（79）本　田
高橋　キヨさん（98）作　山

　※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 22,806人（－19）
　男 10,854人（－12）
　女 11,952人（－７）
世帯数 6,750世帯（±０）

戸籍の窓　11月届出順

深澤　晃輝さん　湯　竹
倉田　直美さん　米　町
伊藤　稚朗さん　谷地中（金沢）
藤原マユ美さん　横手市
煙山　善博さん　外川原
小松久美子さん　大仙市
渋谷　知紀さん　元　村
菊地　恵理さん　大仙市
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細井杏侑子ちゃん　（成　晃さん、透　江さん）　上畑屋
くれあ

橋　來愛ちゃん　（研　二さん、杏　奈さん）　千屋北部
れ　お

佐々木羚大ちゃん　（　佑　さん、沙也圭さん）　佐　野
れいあ

高橋　麗愛ちゃん　（孝　之さん、登司子さん）　小安門団地
しゅん

橋　　舜ちゃん　（和　久さん、益　美さん）　第二暁
りょうた

栗林　亮太ちゃん　（直　章さん、禎　子さん）　米　町
さとる

高階　　聖ちゃん　（淳　平さん、淳　子さん）　第一暁
しのぶ

小田嶋志達ちゃん　（信　人さん、里　枝さん）　米　町
まなみ

佐藤　愛美ちゃん　（伊久弥さん、裕　子さん）　万願寺

11月末現在

（　　）内は前月比

新年を 家族で誓おう　交通安全
～　交通安全は　家族の中から　しつけから　～
　明けましておめでとうございます。
　皆様には、ご家族共々、希望に満ちあふれた新年を迎
えられたことと、心からお慶び申し上げます。
　一年の計は元旦にありと言われておりますように、皆
様にも新たな気持ちで「交通安全」の誓いをされたことと
思います。特に昨年は死亡事故が多発しており、交通事
故のない安全で安心な生活は、県民すべての願いであり
ます。
　「交通安全は家庭から」のスローガンのもとに、家族み
んなが「交通事故に遭わない。交通事故を起こさない。」
ための話し合いと、それぞれの地域でも飲酒運転撲滅に
一層努め、交通安全意識の啓発活動を積極的に展開して
いただきますよう、お願い申し上げます。

　交通マナーアップ5つの実践　
―　運転者編　―

①子どもとお年寄りを見たらスピードを落とし、人にや
さしい運転をします。
②交差点では、“見る、待つ、ゆずる”の思いやり運転を
します。
③後部座席同乗者にもシートベルトを着用させ、チャイ
ルドシートを正しく使用します。
④運転中の携帯電話は、ドライブモードまたは電源オフ
にします。
⑤余裕を持った計画を立て、ゆとりある運転をします。

―　歩行者・自転車編　―
①人も自転車も交通ルールを守って、安全な行動に徹し
ます。
②道路を横断するときは、“右見て左見て”安全を確認し
ます。
③夜光反射材を付け、明るい服装で自分の身を守ります。
④交差点では、しっかり止まって、はっきり確認します。
⑤自転車の飲酒、無灯火、携帯電話使用など危険な運転
はしません。

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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操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

全血献血（ロートピア仙南10:00～10:50、後三年鴻声の
　里11:30～12:10、千畑保健センター14:00～16:00）
ふれあい談話室（役場仙南庁舎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

町民サッカー大会室内部門（～25日、リリオス9:00～）
第2回美郷町芸術文化賞授与式（仙南公民館11:00～）

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）

l

m

N

H

i

j

k

l

m

N

H

i

j

k

l

m

N

元日
町相撲連盟初稽古（仙南中学校屋内相撲道場9:00～）

町消防出初式（リリオス駐車場13:30～）

美郷町交通指導隊、防犯指導隊合同初出式
（六郷公民館14:00～）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

成分献血（六郷保健センター10:00～要申込）

新春書き初め大会（仙南交流センター9:00～）
わくわくお話し「夢ふうせん」（学友館10:30～11:00）
おはなしの会「しゃぼんだま」

（千畑交流センター10:00～11:00）
新春囲碁・将棋大会（六郷公民館9:00～）
新春カルタ大会（仙南交流センター10:00～）
成人の日

　

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）
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町のカレンダー 1月 1
～ 1
1
31

※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。

◎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）

　歯科休日当番医のご案内　

診察日 当　番　医 電話番号（0187）
1月1日（木） ホワイト歯科医院（大仙市日の出町） 86-3180
2日（金） 岩田歯科医院（大仙市四ツ屋） 62-8264
3日（土） 金子歯科医院（大仙市大曲丸子町） 63-7300
4日（日） こまい歯科医院（大仙市大曲上栄町） 62-4189
11日（日） 祐生堂医院歯科（仙北市角館町） 53-2268
18日（日） 米澤歯科医院（大仙市長野） 56-4460
25日（日） 小西歯科医院（美郷町六郷） 84-1118

診察時間●午前9時～午後1時

　在宅外科当番医のご案内　

診察日 当　番　医
1月1日（木） 仙北組合総合病院　整形
2日（金） 大曲中通病院
3日（土） 仙北組合総合病院　外科
4日（日） 仙北組合総合病院　整形
11日（日） 大曲中通病院
12日（月） 仙北組合総合病院　外科
18日（日） 仙北組合総合病院　整形
25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

2月2日（月）国民健康保険税7期、後期高齢者保険料
7期納期限日（口座振替日）です。

2月の主な行事予定
２月２日（月）～所得税と町県民税の申告相談

（詳しくは12～13ページをご覧ください）
11～15日 六郷のカマクラ
15日 竹うち（秋田諏訪宮前かまくら畑）


