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植物油インキを
使用しています。
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●●●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗粗 み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み 有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料収収有料収集日（集日（集日（集日（日日日集日日（集日（集日（日日日 受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付付受 切日1切日1切日切日1切日1切日1切日1日 3日）3日）3日）3日）3日3日333日）
●●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わらわら細わ 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝工伝承講座（講座（講座（講座講座（講座講座（講座 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民史歴史民俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料資資俗資料資資料料資料料館13館13館13館13館113館1館1館館 ：30：30：30：303 ～16～16～16～1616166：00：00：00：00000000 ））））））））

●●●●●１０カ１０カ１０カ０カ１０カ１０カ０１０カ１０カ月児健月児健月児健月児健月児健月児健月児健月児健月月児健診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平成２７成２７成２７成２成２７成２７成２７２７２ 年７月年７月年７月年７月年７月年７月年７月年７月年７月年７年７月21日21日21日21日21日21日21日21日～８月～８月～８月～８月～８～～８月～８月～８月８ １０日１０日１０日１０日０日日日日日生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ）））））））
（保（保（保（保（保（保（保（保保保保保（保健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セ健セン健セン健セン健センター　ター　ター　ター　ター　ター　タータター　受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付12：42：42：42：42：42：42：422：： 5～5～15～15～15～5～15～15～5～5 3：03：03：03：0333 00）0）0）0）0）0）00）0）

●●●●ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地ご当地キャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラキャラャラキキ クタークタークタークタークタクタクタクタ 大集合大集合大集合大集合大集合集合集合集集大集合inラinラinラnラinラnラララベンダベンダベンダベンダベンダベンダベンダベンダベンダダダー園（ー園（ー園（ー園（ー園（園園園 ～6/～6/～6/～6/～6/～6//～6/6 19）19）19）19）19）19）19）19999 ▶P4▶P4▶P4▶P4▶P4▶P4
●●●●お茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っ茶っお茶っおお茶っおお こサロこサロこサロこサロこサロこサロこサロこサロロこサロサロサロサロロン「やン「やン「やン「や「やン「やン「やンンン どりぎどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎど 」(住」(住」(住」(住(住」(住(住住住民活動民活動民活動民活動民活動民活民活動民活動民活民活民活 センタセンタセンタセンタセンタセンタセンタセンタセンセンタンタンンタン ー11ー11ー11ー11ー11ー11ー1111ーー11：00：00：00：00：000～15～15～15～15～15～15～15～15151 ：00：00：00：00：00：00：0：00))))
●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなはおは し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙「紙紙紙紙し「紙し「紙紙紙し「紙し 紙ひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこうひひこうひこううひ き」き」き」き」き
（（（（（（（（仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南南 子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児児童クラブククラクラブクラブクラブクラブクラブクラ 14：14：4：14：00～00～00～00～00～0～15：15：15：15：15：15：15：00）00）00）00）00）0000000

●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温郷郷郷郷 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉ああっっったか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山た 休館休館休館休館休館休休休休 日日日日日日日日日

●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出六郷出出張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所張所張所・所・所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出南出仙南南南 張所　張所張所　張所張所　張所張所張所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日業日業日
●●●●操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法体 同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会会会会好会会会（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健保健（保健保健センタセンタセンタセンタセンタセンタセンタセンター10ー10ー10ー10ー10ー10ーー10ー10ー1ー1ーー ：00：00：00：00：0000：00：0000000～11～11～11～11～11～11～11～11～11～ ：30：30：30：30：30：30：30：30）））））））

●●●●巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児回 童相談童相談童相談童相談童相談童相談童相談童相談童相談童相談相談童 談相 （仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北仙北北地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域地域振地域地域地域振域 興局興局興局興局興局興局局興局 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申前申事前申前申込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み込み要要みみ ）））））
※申※申※申※申※申※※※ 込みは込みは込みは込みはみはははみはははみは込みは町福祉町福祉町福祉町福祉町福町町町福祉町福祉町町 保保健課保健課保健課保健課保健課健保健課保健課保健課健課健課健課福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福福祉 へ（☎へ（☎へ（☎へへ（へ（☎（☎へ（へ 84-84-84-8484-84-84-84-4-4444 4904904904904904904904904904494 7）7）7）7）7）7）7）7777

●●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙 方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節伝伝伝伝伝承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講承講座座座座座座（中央（中央（中央（中央中央（中央（中央（中央央央ふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあれあふれあふれあれ い館い館い館1い館1い館い館い館1い館1いいいいい 4：04：04：04：04：04：04：04： 0～10～10～10～10～1～1～～ 6：06：06：06：06：0666 0）0）0）000）
●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長謡謡長謡謡長者の山者の山者の山者の山者の山の山山者の山者 伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講承講承承 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北（（座（北ふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあれあふ い館い館1い館1い館1い館い館い館館13：33：33：33：33：33 0～10～10～10～10～00～15：35：35：35：35：3： 0）0）0）0）0
●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷町美郷町郷町美 べごっべごっべごっべごっべごっべごっべごっごっべごっこまつこまつこまつこまつこまつこまつこまつまつまつり（大り（大り（大り（大（大（大大大大り 台野広台台野広台野広台野広台野広台野広台野広台台野広野 場イベ場イベ場イベ場イベ場イベ場イベ場イベ場イベイベ場 ベベント棟ント棟ント棟ント棟ント棟棟棟棟ト 9：09：09：09：099：0999 0～）0～）0～）0～）0～））▶P4▶P4▶P4▶P4▶▶▶

●●●●●１０カ１０カ１０カ１０１０カカ１０カ月児健月児健月児健月児月児健月児健月児健月児健月月月 診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平平平成２７成２７成２７成２７成２７成２７成２７成２ 年８月年８月年８月年８月年８月年８月年８月年８月年８月月１１日１１日１１日１１日１１日１１日１１日１１日１１日～８月～８月～８月～８月～８月～８月～８月～８月～８８８８ ３１日３１日３１日３１日３１１１３１日１１１１日生まれ生まれ生まれ生まれまれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ））））））））））
（保（保（保（保（保（保（保保保健セン健セン健セン健セン健健セ健セ健セ健センター　ター　ター　ター　タータ 　タ 　タ 　タ 受付1受付1受付1受付1受付受付受付受付1付付付 2：42：42：42：442：42：4：42：45～15～15～15～15～155555 3：03：03：03：03：03：03：03：000）0）0）0）0）0）0）0

●●●●●１歳６１歳６１歳６歳６歳６歳歳６１歳６歳歳 カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児月児月児月児月児月児児児健診（健診（健診（健診（健診（健診健診健診健健診健診健診健 平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２成２成２成平 ６年１６年１６年１６年１６年１６年１６年６年１６年年６年 ０月～０月～０月～０月～０月０月～０月～０月０月～１１月１１月１１月１１月１１月１月１月１１月１月月生まれ生まれ生まれ生まれま生ま生まれ生ままま ）））））
（保（保（保（保（保保（保保保保保健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健センンター　ター　ター　ターター　ター　ター　ター　ターターター 受付1受付1受付1受付1受付受付1受付1付受付1受付1付 2：42：42：42：42：42：42：42：422 5～15～15～5～15～15～15～5～～5 3：03：03：03：03：03：03：03：033 00）0）0）0）0）0）0）0））

●●●湧水保湧水保湧水保湧水保湧水保湧水保湧水保湧水保水保保保保全フォ全フォ全フォ全フォ全フォ全フォ全フォ全フォ全フォーラムーラムーラムーラーラーラーラムーラムーララム全国大全国大全国大全国大全国全国大大大大会in会in会in会in会in会in会ininnみさとみさとみさとみさとみさみさとみさとみさとさ ▶P8▶P8▶P8▶P8▶P8▶P88
（美（美（美（美美美美（美美郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町町公町町 民館1民館1民館1民館民館民館1民館1民館1民館1民館1館民館12：02：02：02：02：02：02：02：02：0：：： 0～）0～）0～）0 ）0～）0～）0～）0～）00～

●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出出郷出張所・張所・張所・張所・張所張所・張所・張所・所張所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙仙仙南出仙南出南出仙南 張所張所張所張所張所張所張所張所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日業業業休業日休業日業業
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴぴ湯 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁のあ雁のあ雁あ雁雁雁あ 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温泉泉泉温泉泉 休館休館休館休館休館休館休館休館休館休休館日日日日日日日日日日

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出張所・張所・張所・張所・張所張所張所張張所・張 仙南出仙南出仙南出南出南出仙南出仙南南出南出出南 張所張所張所張所張所張所張所張所張所所所所 休業日休業日休業日休業休業日休業日休業日休業日休業休

あきたあきたあきたあきたあきあききあきあきた家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族ふ家 ふれあいれあいれあいれあいれあいれあいれあいいれあいサンササンササンササンササンササンササンササンサンサンデーンデーンデーンデーンデーンデーンデーンデーデーー
●●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷美郷町郷 消防訓消防訓消防訓消防訓消防訓消防訓消防訓消防訓訓訓訓練大会練大会練大会練大会練大会練大会会練大会会(雁(雁の((雁の(雁の(雁の(雁の雁(雁の(雁の里山本里山本里山本里山本山本山本里山本里山本山本本里 公園6公園6公園6公園6公園6公園6公園6公園公 :45:45:45:45:45:45:45:454:4 ～)～)～)～～)～～)～)

6/1●～7/5●水 火

6666666666666/////////////

６月30日㈭は、町県民税一括納付および
１期の納期限です。
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●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温畑温泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉泉サン泉サンンン・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アーアア ル　休ル　休ル　休ル　休ル 休ル　休ルル 休館日館日館日館日館日館日館日館日館日
●●●自立支自立支自立支自立支自立支自立支自立支立支自立支自自 援巡回援巡回援巡回援巡回援巡援巡回巡援巡援巡援巡回援 相談（相談（相談（相談相談（相談相談談 中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ央ふふ央ふれあいれあいれあいれあいれあいれあいれあいれあいい館10館館10館10館10館10館10館10館10館10館10館館 ：00：00：00：00：00：00：00：0000：000 ～12～12～12～12～12～12～12～122：00：00：00：00：00：00：00：00：00））））））））
●●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月月カ月カ月カ月児健診児健診児健診児健診児健診児健児健診児健診児 （平成（平成（平成（平成（平 ２７年２７年２７年２７年年年年年年年２７年年年１１月１１月１１月１１月１月１１月１１月１１月月月生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれれまれまままま ）））））））
（保（保（保（保（保（保（（保（保健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健健 ター　ター　ター　タータタ 受付1受付1受付1受付受付11付1付1付付1付 2：42：42：42：42：442：42：4222 5～15～15～15～15～15～15～55 13：03：03：03：03：03：03：3：：：： 0）0）0）0）0）0）0）0）0））））

●●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４４カ月４カ月４カ月月児健診児健診児健診児健診児健診児健診診児健診診児健診診診診診（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成平成平成平 ２８年２８年２８年２８年２８年２８年２８年２８年年８８年８８ ２月生２月生２月生２月生２月生２月生２月生２月生２月生まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）れままま
（保（保（保（保（保（保（（保保（保健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健セン健 ター　ター　ター　ター　ター　ター　ターターター　タータ 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1付1付1受付1付1付 2：42：42：42：42：42：42：42：42：422 5～15～15～15～15～15～15～15～1555 3：03：03：03：03：03：0：033：03 0）0）0）0）0）0）0）


