
　この活躍により、秋田市で開催される秋田県ミニバスケット
ボール夏季交歓大会への出場が決定しました。

　この活躍により、宮城県
加美町で開催されるTHFA
東北女子フットサル選手権
大会兼JFA全日本女子フ
ットサル選手権大会東北
大会への出場が決定しま
した。

おめでとうございます
活躍・表彰

■男子の部　優勝　千畑バスケットボールスポーツ少年団
■女子の部　優勝　千畑ミニバスケットボールクラブ
　　　　　　　　　スポーツ少年団

秋田県ミニバスケットボール
夏季交歓大会大曲仙北予選大会
秋田県ミニバスケットボール
夏季交歓大会大曲仙北予選大会

■男子バドミントン
　　　  団体
　　　  個人ダブルス

■女子バドミントン
　　　  団体
　　　  個人ダブルス

■陸上  1年男子1500Ｍ
■相撲  団体
　　　  個人1年の部

　　　  個人2年の部
　　　　　　　　　　　　
■水泳  男子200Ｍ自由形

　　　  男子400Ｍ自由形

優　勝
優　勝  佐藤 　凜 さん・
　　　  大越 快晴 さんペア
準優勝  鈴木 颯太 さん・
　　　  坂本 稜太 さんペア

第３位
第４位  川本 沙耶 さん・
　　　  小田長 亜美 さんペア
第４位  髙橋 琢真 さん
第３位
第２位  泉谷 芭琉 さん
第４位  深澤 了斗 さん
第４位  深澤 七斗 さん
第６位  小林 竜人 さん
優　勝（大会新記録）
  　　　坂本 春空 さん
優　勝（大会新記録）
  　　　坂本 春空 さん

美郷中学校の活躍
秋田県中学校総合体育大会

（6月30日、7月7日～8日　美郷総合体育館リリオス、協和体育館）

■準優勝　VICTINA

THFA第25回東北女子フットサル選手権大会
兼JFA第15回全日本女子フットサル

選手権大会秋田県大会

THFA第25回東北女子フットサル選手権大会
兼JFA第15回全日本女子フットサル

選手権大会秋田県大会
（６月９日～１０日　美郷総合体育館リリオス）

　坂本さんは「50m自由形」、「100m自
由形」、「200m自由形」、「400m自由形」
の4種目で、東京辰巳国際水泳場で開催
される『第41回全国JOCジュニアオリンピ
ックカップ夏季水泳競技大会』への出場
権を獲得しています。

第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会秋田県予選会

第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会秋田県予選会

（7月8日、秋田県立総合プール）

■小型ポンプ操法の部　優　勝　第２分団
　　　　　　　　　　　準優勝　第７分団　
■小型ポンプ操法の部　優　勝　第２分団
　　　　　　　　　　　準優勝　第７分団　

秋田県消防協会
大仙仙北美郷支部消防訓練大会

秋田県消防協会
大仙仙北美郷支部消防訓練大会

（7月14日　大曲の花火公園）

■優　勝　前郷軍団
■最優秀選手賞
　佐藤 大輔 さん（前郷軍団）

■優　勝　前郷軍団
■最優秀選手賞
　佐藤 大輔 さん（前郷軍団）

美郷町野球大会
行政区部門
美郷町野球大会
行政区部門
（7月1日、8日　美郷町野球場）（7月1日、8日　美郷町野球場）

法務大臣より感謝状法務大臣より感謝状
■前 人権擁護委員
　澁谷 あさ子 さん（百目木）

総務大臣より感謝状総務大臣より感謝状
■前 行政相談委員
　熊谷 真利 さん（米町）

■14歳男子  50m自由形　優勝
■14歳男子200m自由形　優勝（大会新記録）
■14歳男子400m自由形　優勝（大会新記録）
　坂本 春空 さん（美郷中3年）

東北
東北

東北

東北

全国

全国

東北
東北

東北
東北

東北

東北

東北

■優勝した第２分団の皆さん

東北 ＝東北大会出場
全国 ＝全国大会出場
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　田口さんは昭和30年に千
畑村立千屋中学校で教員生
活をスタートさせ、平成2年に
は六郷町立六郷中学校校長
に就任されました。また、退職
後の平成5年には千畑町教
育長に就任し、町の教育行政
発展のためにご尽力されまし
た。

　元仙南村議会議長で今年4月に逝去された伊藤光明さんがこの
たび、従六位を叙位されました。
　昭和56年に仙南村議会議員に初当選を果たした伊藤さんは、平
成13年からは仙南村議会議長、平成16年からは美郷町議会副議
長を務められるなど、24年間にわたり議会の運営にご尽力されまし
た。

ありがとうございます
寄　贈

受章おめでとうございます
叙　勲

叙　位

ありがとうございます
ボランティア

　7月7日、美郷町観光
協会によるボランティア
活動として、地域の方々
とともに御伊勢堂川の
清掃が行われました。
ありがとうございました。

瑞宝双光章瑞宝双光章

田口 雋三さん（湯竹）
元 千畑町教育長

従六位従六位

故 伊藤 光明さん（天神堂）故 伊藤 光明さん（天神堂）
元 仙南村議会議長元 仙南村議会議長

平成30年度
秋田県スポーツ推進委員功労者表彰

平成30年度
秋田県スポーツ推進委員功労者表彰

■永井 美津子 さん（琴平）■永井 美津子 さん（琴平）

第14回美郷町グラウンド・ゴルフ予選大会第14回美郷町グラウンド・ゴルフ予選大会
（6月17日、町内各グラウンド・ゴルフ場）

【千畑地区】
■個人
第１位　田口 　　 さん（上畑屋）
第２位　熊谷 春江 さん（土崎北部）
第３位　星山 七九 さん（本堂東部）
【六郷地区】
■個人
第１位　佐々木 勝 さん（本道町）
第２位　佐藤 克美 さん（作山）
第３位　梅川 洋子 さん（東高方町）
【仙南地区】
■個人
第１位　佐藤 正二 さん（上深井）
第２位　照井 丹　 さん（万願寺）
第３位　佐藤 誠市 さん（中前郷）

■団体
第１位　本堂東部
第２位　土崎北部Ａ
第３位　上畑屋

■団体
第１位　新町Ａ
第２位　琴平
第３位　本道町Ｂ

■団体
第１位　前郷
第２位　鶴水
第３位　上深井

　6月21日、株式会社斉藤光学製作所（齊藤伸英社長）が、株式会
社秋田銀行（新谷明弘頭取）のＣＳＲ私募債を活用し、美郷中学校
へデジタル一眼レフカ
メラ、ミラーレス一眼カ
メラ、ラベンダー20株を
寄贈されました。これら
の寄贈品は中学校で
の授業等で活用させて
いただきます。ありがと
うございました。

　7月12日、美郷町と株式会社TMO大曲との間で「認知症等行方
不明高齢者の安全確保に係る緊急放送に関する協定」を締結しま
した。
　これにより、認知症等
で高齢者が行方不明
になったときにFMラジ
オ放送を活用し、大仙
エリアへ情報提供の呼
びかけをすることが可
能になりました。

　6月25日、国際ソロプ
チミスト大曲（小松さつ
き会長）より、図書を寄
贈していただきました。
図書は放課後児童クラ
ブ等で活用させていた
だきます。ありがとうご
ざいました。

「認知症等行方不明高齢者の安全確保に
係る緊急放送に関する協定」を締結しました

　6月21日、美郷町・大仙市・仙北市の三者間で「廃棄物処理の広
域化に関する協定」を
締結しました。
　これにより、平成31
年4月から3市町の圏
域における廃棄物処理
の運営組織が一本化
することになりました。

「廃棄物処理の広域化に関する協定」を
締結しました
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