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植物油インキを
使用しています。
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●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみくるくるみの会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（会 保健セ保健セ保健セ保健セ健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保保保 ンターンターンターンターンターンターターンタータ 10：10：10：010：10：10：10：1010：101011 00～00～00～00～00～00～00～00～0000000000 15：15：15：15：15：15：15：15：155：15：00）00）00）00）00）00）00）0000）00

●●●●●金澤翔金澤翔金澤翔金澤金澤翔金澤翔金澤翔金澤翔翔翔翔澤翔金澤翔子書展子書展子書展子書展子書子書展子書展子書展子書展子書書書 「飛翔「飛翔「飛翔「飛翔飛翔飛翔「飛翔「飛翔飛翔「飛飛 ～自由～自由～自由～自由～自～自由～自由～自～～～～ の中への中への中への中への中への中への中へ中への中への へへへへ～」開～」開～」開～」開～」開～」開～」開～」開～」開」 催中（催中（催中（催中（催中催中催中催中（催催中 学友館学友館学友館学友学友館友館友館学友館友館館館館館～８～８/～８/～８/～８/～８/～８/～８/～８～８/～８//7）77）7）7）77777
●●●●●プールプールプールプールプールルプールプールプールパークパークパークパークークパークパークパークパーククパークククククみさとみさとみさとみさとみさとみさとみさとみさとみ オーオーオーオーオーオーオーオオーーオオ プン中プン中プン中プン中プン中プン中プン中プン中中プン中プン （～８（～８（～８（～８（～８（～８（～８～８（ ８/２３/２３/２３/２３/２３２３/２３/２３２２２２ ））））））））
●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出郷出六郷出張所・張所・張所・張所・張所所所所張所・所張所・張張所・所 仙南仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南南南 張所張所張所張所張所張所所所張所張所所張所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日日休業日休業日

●●●清水ま清水ま清水ま清水ま水ま水ま水ま清水ままままつり樽つり樽つり樽つりつり樽つり樽つり樽つり樽つり樽りり樽みこしみこしみこしみこしみこしみこしみこしみこしみこしここ（琴平（琴平（琴平（琴平（琴平（琴平（琴平（琴平平神社1神社1神社1神社1神社神社1神社1社1社113：33：33：33：33：33：33：33：300000000～）～）～）～）～）～）～）～）～）
●●●●●わくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわくくくく くおはくおはくおはくおはくおはくおはくおはくおはくおおおおおおお なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「しし「夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふううせん」せん」せん」せん」」せん」ん」せん」ん」」（学友（学友（学友（学友学友（学友学友学 館10館10館10館10館10館10館10館10館 ：30：30：30：30：3：30：3030：： ～11～11～11～11～1～1～1～11：00：00：00：0000000000000 ）））））
●●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなおはおはなしの会しの会しの会しの会しの会しの会しの会しの会しの会の会「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「しゃゃ「しゃ「しゃ「しゃゃし ぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼぼぼんぼんだぼぼ ま」（ま」（ま」（ま」（ま」（ま」（（まま」（北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふれふれ北ふれ北ふれふ あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館い館い 10：1010：10：10：10：0：0：0 00～00～00～0～00～00～00～00～00～～11：11：11：1：11：11：11：11：00）00）00）00）00）00）00）00）

●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷六郷出六郷出六郷出六郷出六六 出六郷出張所・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仙南出仙南出仙南 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日休業日休業日休業日休業日休休
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯と湯とぴぴととと あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁の雁のあ雁の雁のあ雁 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温泉里温泉里温温温温 休館休館休館休館休館館館休 日日日日日日日日

●●●●ロートロートロートロートロートロートロロートロートピア緑ピア緑ピア緑ピア緑ア緑ピア緑ピア緑ピア緑ピア緑ピア緑ピアピア 泉夏祭泉夏祭泉夏祭泉夏祭泉夏祭泉夏祭泉夏祭祭泉夏祭泉泉泉夏泉 り（1り（1り（1り（1り（1り（11り（118:08:08:08:08:08:8:08:08:08:888:8: 0～）0～）0～0～）0～）0～）～））～）▶P2▶P2▶P2▶P▶P2▶P2▶P2▶P2P 0000000
●●●●六郷温六郷温六郷温六六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六六 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっああああっあ たか山たか山たか山たか山たか山か山たか山たか山たか山たたたか山 休館休館休館休館休館休館休館日日日日日日日日

山の日山の日山の日山の日山の日山の日山の日

●●●●●短期マ短期マ短期マ短期マ短期マ短期マ期マ短期マ期短期マスタースタースタースタースタースタースタースタースタータススス 講座魔講座魔講座魔講座魔講座魔座魔魔講座魔魔講座魔法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法 作り講作り講作り講作り講作り講作り講り講り講講座座座座座座座座座
（南（南（南（南（南（南（南（南南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ふれふふ い館前い館前い館前い館前い館前館前い館前い館い館前駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場車場場場13：13：13：3：13：：00～00～00～00～00～00～0～00～00～～～0 17：17：17：17：17：17：17：1717 00）00）00）00）00）00）00）00）00）
●●●●● クエコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクエコククコココ ラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフラ 手芸講手芸講手芸手芸手芸手芸講手芸講手芸講手芸 座（中座（中座（中座（中座（中座座（中座（座（（ 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれ央ふれふれれ央ふ あい館あい館あい館いあい館あい館あい館あい館い館あい館い館い館あ 13：13：13：13：13：3：3：3：3333：00～00～00～00～00～00～00～00～0～00 16：16：16：616：16：16：16：16：6666 00）00）00）00）000））

●●●●舟舟舟舟舟舟舟舟舟舟ッッッッッッッッココココココココ流流流流流流流流しししししししし((((((((御御御御御御御御伊伊伊伊伊伊伊伊勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂川川川川川川川川川川川川22222222000000：：：：000000000000000～～～～～～～))))))))

●●●●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷北仙北荷方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節伝方節伝方節方節伝節節 承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承承講座（中央（中央（中央（中央央中央央（中央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 い館い館1い館1い館1い館1い館いい館 4：04：04：04：000000～10～10～10～10～00～10～ 6：06：06：06：06：06：006：00）0）0）0）0）0）0））0）00
●●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民民謡長民謡長民謡長民民民民 者の者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の者者者者の山伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座 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あああふれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館いいい 3：33：33：33：33：33 0～10～10～10～10～100 5：35：35：35：35：3：3：30）0）0）0）000
●●●●●おもておもておもておもておもておもておもておもてててなし料なし料なし料なし料なし料なし料なし料なし料ななななな 理クッ理クッ理クッ理クッ理ク理クッ理クッ理クッ理クック キングキングキングキングキングキングキンググキング講座（講座（講座（講座（講座講講座（講座講座（講座（講座（講講講講講 北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふ北ふ北ふれ北ふれ北ふれふれ北ふれ北ふれあい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館ああい 9：39：39：39：39：30～10～10～10～10～10～～～13：03：03：03：03：03：03：03 00）0）0）0）0）0）0）0）

●●●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困活困生活困生 窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮 立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支援援立支援立 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相回回回回回相回 談談談談談談談談談談談談
（中（中（中（中（中（中（中（中中央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれふれあい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館ああい館い 10：10：10：10：010：10：10：：00～00～00～00～00～00～00～00～00 12：12：12：12：12：12：12：12：212：12：：2：00）00）00）00）00）00）00）00）000000000000

●●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗粗大ご粗大ご粗大ご大ごごみ戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸み戸別み戸別戸別戸別戸別戸戸戸 有料収有料収有料収有料収有料収有料収有有有料収有 集（受集（受集（受集（受集（受（受（受（受（受（ 付締切付締切付締切付締切付締切付締切付締切付締切締切締切付付締切締切切日15日15日15日15日15日15日15日155555日）日）日）日日日）日）日）日日日日日日
●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細らわら細わら 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承伝承工伝承承承承承工 講座（講座（講座（講座（講座講座講座講座（講座講座座講 歴史民歴史民歴史民歴史民史民民史民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料料館13館13館13館13館13館13館13館13333：30：30：30：303030：30：30：3030～1～16～16～16～16～16～16～ ：00：00：00：00：00：00：0000））））））

●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美美郷町美郷町美美郷美郷 成人式成人式成人式成人式成人式成人式成人式成人式成人式人 （美郷（美郷（美郷（美郷（美郷美郷美郷（美郷美郷美郷町公民町公民町公民町公民町公民町公民町公民町公民町公町公民館10館10館10館10館10館10館館 0：00：00：00：00：00：00：00000～）～）～）～）～）～）～
●●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郷 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所張所 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出出張所張所張所張所張所張所張張所張所張所張張所 休業日休業日休業日休業日休業日業業日業

●●●●●後後後後後後後後三三三三三三三三年年年年年年年年年年年年年鴻鴻鴻鴻鴻鴻鴻声声声声声声声声声声ののののののの里里里里里里里夏夏夏夏夏夏夏祭祭祭祭祭祭祭祭祭りりりりりりりり（（（（（（（（（11111111888888888:::::::00000000000000～～～～～））））▶P2▶P2▶▶P2▶P2▶P▶ 1111
●●●●コココココココココーーーーーーーーーヒヒヒヒヒヒヒヒヒーーーーササササササササロロロロロロロロロロンンンンンンンてててててててててととととととととととてててててててて（（（（（（（（（南南南南南南南南南南ふふふふふふふふふふれれれれれれれれれああああああああいいいいい館館館館館館館館1111000000：：：：00000000000000000～～～～～～～111111144444444：：：：：：：0000000000000））））））））
●●●●●くくくくくくくくくくるるるるるるるみみみみみみみみみのののののののの会会会会会会会会会会（（（（（（（（（保保保保保保保保保健健健健健健セセセセセセンンンンンタタタタタタタターーーーー111111111100000000：：：：0000000000000000～～～～～～11111155555555：：：：：000000000000000）））））））

●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷郷郷 張所・張所・張所・張所張所・張所・張所張所張張張張所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南出仙南出仙南出南出張所　張所張所張所張所　張所　張所張所所張所 休業日休業日休業日休業日休業日業日業日休業日休業日日
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯ととと あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁の雁のあ雁の里温泉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 休館休館休館休館休館休休館休館休館休 日日日日日日日日日

●●●ロートロートローロートロートロートローローロ ピア仙ピア仙ピア仙ピア仙ア仙ピアア仙ア仙ア仙南夏祭南夏祭南夏祭南夏祭南夏祭夏南夏祭夏祭南夏祭南夏祭り（1り（1り（1り（1り（1り（1り（1り（1り（118：08：08：08：08：：08：88 0～)0～)0～)0～0～)0～)0～)～0～ ▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P22P2P2P 00000000
●●●●お茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っ茶っ茶 こサロこサロこサロこサロこサロこサロこサロこサロこサロサロサロロロン「やン「やン「やン「やン「やン「やン「やン「や「ややどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎぎどりぎぎぎ」（住」（住」（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動民活動民活動民活動民活民活民活民活動民 センタセンタセンセンタセンタセンタセンセンタセンタセンタセンセンンン ー11ー11ー11ー1111ー1111ー11ー11：00：00：00：00000：00：00：00000 ～15～15～15～15～15～15～15～155：00：00：00：00000000）））））））））
●●●おはなおはなおはなおはなはなはおはなおはなおはなは し「紙し「紙し「紙し「紙紙「紙し「紙し「紙紙し「紙ひこうひこうひこひこうひこひこうひこうひこうひこうひこ き」きき」き」き」きき」き」（仙南（仙南（仙南（仙南仙南仙南仙南仙南南南南南仙南南っ子児っ子児っ子児っ子児っ子児っ子児っ子児っ子児っ子児子っ子っ子児児童クラ童クラ童クラ童ク童ク童クラ童クラ童ク童ク童クラ童ク ブ14ブ1ブ14ブ14ブ14ブ14ブ144ブ1444：00：00：00：：00：00：000：00～15～15～15～15～15～～15～～ ：00：00：00：00：00：0000000 ）））））

●●短期マ短期マ短期マ短期マ短期マ短期マ短期マ短短 スタースタースタースタースターターターー講座魔講座魔講座魔講座魔講座魔講座魔座魔座魔座 法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢法の鉢鉢作り講作り講作り講作り講作り講作り講作り講り講作り講作り 座座座座座座座座座
（南（南（南（南（南南南南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 い館前い館前い館前い館前い館い館館前い館い館い館 駐車場駐車場駐車場駐車場車駐車駐車場駐駐車場場駐 13：13：13：13：131313 00～00～00～00～00～00～00～～0～～17：17：17：17：17：17：17：7 00）00）00）00）00）00）00）00）00

あきたあきたあきたあきたあきたあきたあきたあきたた家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族家族ふ族家 れあいれあいれあいれあいれあいれれれれ サンササンササンササンササササササササササンササンデーンデーンデーンデーンデーンデーンデーデーデー

●●●●六六六六六六六六六郷郷郷郷郷郷郷郷郷温温温温温温温温泉泉泉泉泉泉泉泉泉あああああああああああっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたかかかかかかかかかか山山山山山山山山山山山山山山 休休休休休休休休館館館館館館館館日日日日日日日日日日日

●●●●10カ10カ10カ10カ10カ10カ10カ10カ10カ0カ00 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児健月児健児健月児健診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診診診 成27成27成27成27成27成27成27成27成272成2 年10年10年10年10年10年10年年10年1年年年 月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま生まれ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ））れ））
（保（保（保（保（保（保（保保健セン健セン健セン健セン健センンンンター　ター　タータータタターター　ター　タータータ 受付1受付受付1受付1受付1付1付受付1付1付12：42：42：42：42：42：42：42：42：42 45～15～15～15～15～15～15～5～5～5 3：03：03：03：03：03：03：033 0）0）0）0）000000

●●●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６歳６歳歳６歳６６歳６６歳６カ月児カ月児カ月児カ月児カ月カ月カ月児カ月 健診（健診（健診（健診（診（診（健診（平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２成成 ７年１７年１７年１７年１７年１７年１７年１７年１年年年 月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月月 れ）れ）れれ）れ）れれれれ
（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 ター　ター　ター　ター　タタター　タ 受付1受付1受付受付1受付1受付1付1付1付12：42：42：42：42：42：42：42：4：42 4442 5～15～15～15～15～1～15～15～15 3：03：03：03：03：03：03：03：03：00）0）0）0）0）0）0）000

●●●●●操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体体体 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好会好会同好会好会好 （保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健保健保保 センタセンタセンタセンタセンセセセンタセンタセンタセンタセンセン ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー11 ：00：00：0：00：00000000～11～11～11～11～11～11～11～11～111：30：30：30：30：30：30：3030：3 ））））））
●●●●●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六六郷六六 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所・張所・張所所所 仙仙仙仙仙仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙仙南出仙 張所張所張所張所張所張所張所張所張所張所 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休業日業

●●●３歳児３歳児３歳児３歳児歳児３歳児３歳児児歳児児児児健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診健診健診 平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成成2平成平平 5年１5年１5年１5年１5年5年１5年１5年 月～２月～２月～２月～２～２～２２月 ２月 ２月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月月 れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れれ
（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ンン健 ター　ター　ター　ター　ター　ター　ター　ー 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付受付1付1受受受 2：42：42：42：42：42：42：4444445～15～15～15～15～15～15～5～15 3：03：03：3：03：03：03：03：03：00）0）0）0）0）0）0）0）

●●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北荷荷荷北荷方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝伝節方節伝承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座講座承 （中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央中央央ふれあふれあふれあふれあふれあふれあれああれれれふれあふれあれれ い館1い館1い館1い館11い館1い館1い館1い館館 4：04：04：04：04：00～10～10～0～0～10～100 6：06：06：06：06 0）0）0）00）0）0））
●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長長長者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の者ののの山伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講講承 座（北座（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ふれあふれ い館1い館1い館い館1い館い館い館館い館13：33：33：33：33：33 3330～10～10～10～10～10 5：35：35：3：35：3：33：30）0）0）0）0）0））））

●●●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月カ月カ月カ４ 児健診児健診児健診児健診児健診児健児健診児健診（平成（平成（平成平成（平成平平平平平 28年28年28年28年28年28年28年28年28年4月生4月生4月生4月生4月生4月生4月生4月生生まれ）まれ）まれ）まれ）れまれまれ）
（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センセンンター　ターターター　ター　タータータータータタ 受付1受付1受付1受付1受付1受付受付 2：42：42：42：42：42：4442：45～15～15～15～15～5～15～1～15～～～～ 3：03：03：03：0：03：0333：00）0）0）0））））0）））0
●●●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７７ 児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健健診（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成成成28年28年28年28年28年年8年年年年1月生1月生1月生1月生1月生1月生1月生1月生11月生月 まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれ）れ）れ
（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健センンター　ター　ター　ター　ターーー　受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付受付受付1受 2:42:42:42:42:44445～15～15～15～5～1～155 3：03：03：03：03：03：0：0：03：00）0）0）00）0）0）0）00

●●●町民野町民野町民野町民野町民野町民野民町民野野球大会球大会球大会球大会球大会球大会大会大会会会大 （36（36（3636（3（3 0歳野0歳野0歳野0歳野0歳野0歳野0歳野野野野野球大会球大会球大会大球大会大会球大会球大会大会会会会会会会))))))
(美(美(美(美美郷町野郷町野郷町野郷町野郷町野町野町野球場8球場8球場8球場8球場8球場球場球場 :00:00:0:00:000000～)～)～～)～)～)～ ▶P2▶P2▶P2▶P2▶▶▶ 2111111

●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出六郷出六郷出六 出張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張張所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出出仙南出出張所張所張所張所所所張所張所張所
休業休業休業休業休業休業業休休 日日日日日日日

●●●美郷チ美郷チ美郷チ美郷チ郷美郷チ郷郷 ャレンャレンャレンャレンャレンャレンレンャレンャレンャレンジ健康ジ健康ジ健康ジ健康ジ健康ジ健康ジジ健康ジ健康ジ健ジ健康康康マラソマラソマラソマラソマラソマラソマラソマラソマラソママ ソンンンンンンンン▶P1▶P1▶P1▶P1▶▶ 2222
(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷美郷美美郷町自転町自転町自転町自転町自転町自転町自転自自町町 車競技車競技車競技車競技車競技車競技車競技技車競技技場　受場　受場　受場　受場　受場　受場　受受場　受受受受付8：付8：付付付付付8：付8：付8付付8 20～20～20～20～20～20～20～2 スタスタスタスタタタスタタート9ート9ート9ート9ート9ート9ート9ート9ート9：00：00：00：000：00：0000000～)～)～)～)～)～)～)～)～)～～)～

8/1●～9/5●月 月

8888888888888/////////////

８月31日㈬は、町県民税２期、国民健康
保険税2期、後期高齢者医療保険料２期
の納期限です。

広報美郷9月号は

9月1日●
発行予定です

木№142
平成28年8月１日
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