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植物油インキを
使用しています。

町のカレンダー月 11/1●～12/5●火 月

広報美郷12月号は
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発行予定です
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広報

11 町町町 ダカカカののの ンンレレ ーンダダ
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文化の文化の文化の文化の化の文化の文化の化の日日日日日日

●●●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みの会（の会（の会（の会（会（の会（の会（の会（の会（保健セ保健セ保健セ保健セ保健セセ保健セ保健セ保健セ健健セ健健保健保健 ンターンターンターンタンターンターンターンターンターンターンター1010：10：10：10：10：10：10：10：10 00～00～00～00～00～00～00～00～00000 15：15：15：15：15：15：1515：15：00）00）00）00）00）0）00）00）0）00）0000

●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクコクコククラフトラフトラフトラフトラフトフトフトラフトトト手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手 座（中座（中座（中座（（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れ央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館あい館あい館い館館13：13：13：13：13：1313：13：3：00～00～00～00～00～00～000～00～0～0～16：16：16：16：16：16：16：16：16：16：6：66 00）00）0000）000000）000）

●●●大小島大小島大小島大小島小大小島小島大小島大小島大小島真木氏真木氏真木氏真木氏真木氏真木氏真木氏真木氏真木氏木真真真 の絵画の絵画の絵画の絵画の絵画の絵画絵の絵画画の絵画の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の 公開公開公開公開公開公開公開公開開
（美（美（美（美（美（美（美（美美郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中郷中学郷中学郷郷郷 校9：校9：校9：校9：校9：校9校9：校9校9 00～00～00～00～00～00 ～16：16：16：16：66：16：00）00）00）000）））
●●●わくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわわわくくく くおはくおはくおはくおはくおはくおはくおくおはくお なし「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夢ふふ せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」ん」せん (学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友学友友友友館10館10館10館10館10館10館10館10館10館1000：30：30：30：30：30：3030：3030000～11～11～11～11～11～11～11～11～11111 ：00：00：00：000000））））

●●●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郷出六郷出出張所・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出仙南出出出南仙南出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業日

●●●●米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉米粉料理講座理講座理講座理講座理講座理講座理講座理講座理講座講講座座理 （北ふ（北ふ（北ふ北ふ北ふ北ふ北ふ（北ふ北ふれあいれあいれあいあいれあいれあいれあいれあれああああい館料理館料理館料理館料理館料理館料理館料理館料理館料理館料 室9：室9：室9：室9：室9：室9：室9：室9室9：室室 30～30～30～30～30～30～30～30～03 3：13：13：13：333 00）0000）00）00）00）00）00

●●●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郷温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っあ泉あ泉あっ泉泉 たか山たか山たか山たかたか山たか山たか 休館休館休館休館休館休館休館休館館館館日日日日日日日日日
●●●●●行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相相行政行政政 談(中談(中談(中談(中談(中談(中談(中談(中(中(中談(中(中央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふ央ふ央ふれ央央ふ あい館ああい館あい館い館い館い館あい館い館い館10：10：10：10：10：1010100 00～00～00～00～0000～00～00～0～12：12：12：12：22：2：2212 00）00）00）00）00）00）00））

●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６歳６歳６１歳６１歳６カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月カカ月児健診（健診（健診（健診（健診（健健健診 平成2平成2平成2平成2平成平成平成2平成2平成2平成2平平平成平 7年37年37年37年37年37年7年37年3月～4月～4月～4月～4月～4～4月～4月～44月 月生ま月生ま月生ま月生ま生ま月生月生ま月生ま月生月月 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健センセ健セ健健健健健 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1受付1受付1受付付 2：42：42：42：42：42：42：42：4：442：45～15～15～15～15～15～15～1～15～ 3：03：03：03：03：03：03：03：03：03：000）0）0））0）0）0）0）

●●●巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡巡回児回 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童相談童相童 談（仙北（仙北（仙北（仙北北（仙北仙北（仙北仙北（仙 地域振地域振地域振地域振地域振地域振域振地域振域振振振振振振振興局興局興局興局興局興局興局興興興 事前申事前申事前申事前申事前申事事前申事前申事前申事前申事前申前前前 込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要要込み要込 ）））））））
※申※申※申※申※申※申※申※申※申※※ 込みは込みは込みは込みは込みは込みは込みは込みは込みは込みは込みは込みはは町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町町福祉町福祉福福福 保健課保健課保健課保健課保健課保健課保健課保健課保健保 福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎（☎84-84-84-84-84-84-84-84-8444-44-49049049049049049049044907）7）7）7）7）7）7）7）

●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑千畑千 泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉泉サンサン泉サン泉 ・アー・アー・アー・アーアーアーアーアーーア ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　ル　休ル　休休ル　休ル 館日館日館日館日館日館日館日館館
●●生活困生活困生活困生活困生活困困困生活生活困窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者窮者自窮者自者窮者窮者 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支援巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回巡回相巡回相巡回巡回相巡 談談談談談談談談
（（（（（（（（（中央ふ中央ふ中央ふ中中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふれあいれあいれあいれあいれあれあれあれあいれあい館10館10館10館10館10館10館100館11：00：00：00：00：00：00：0000000000～12～12～12～12～12～12～12～12～12～12～12：00：00：00：0000：00：00： ）））））））

●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなしの会しの会しの会しの会しの会しの会しの会のしの会しの会「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「しゃしゃ「しゃしゃしゃぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだんだんぼんだんんだま」（ま」（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ふれれれあい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館館10：10：10：0：0：10：0：0：00～00～00～00～00～00～00～0000～00～11：11：1111：11：11：11：11：11：11：11 00）00）00）00）00）00）00）00））
●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷方節伝方節伝方節伝方節伝節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節方節伝方 承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座講座承講承講講講講 （中央（中央（中央（中央（中央中央（中央（中央（中央中央中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ふふ い館い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館い 4：04：04：04：04：04：04：0000～10～10～10～10～10～1～0～ 6：06：06：06：06：06：06：06： 0）0）0）00）0）000
●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長長長民謡長者の山者の山者の山者の山者の者の山者の山者の山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承講承講講講座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座座 北座 ふれあふれあふれあふれあふれあふふれああふれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館い館館 3：33：33：33：333：3：3：33333 0～10～10～10～10～1～0～10～1～ 5：35：35：35：35：3330）0）0）0）0））0）
●●おもておもておもておもておもておもておもておもも なし料なし料なし料なし料なし料し料ししし料し 理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クック理理 キングキングキングキングキングキングキングキングキングキンキングキンググ講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座（座講座講 北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふ北ふ北ふれ北ふ北ふれあい館あい館あい館ああい館あい館あい館ああい館ああ 9：39：39：9：39：3999 0～10～10～10～10～10～0～10～13：03：03：03：03：03：03：003：03： 0）0）0）0）0）0）0）0）00

●●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ごご粗大粗大 み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別戸別み戸戸戸 有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料収収集日(集日(集日(集日(集日集日(集日(集日(日集日日日 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締切日1切日1切日1切日1切日1切日1切日日日切日1日日 4日)4日)4日)4日)日日日4日)日
●●●２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６歳６２歳２歳６２歳６カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カカ月児歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平平成26成26成26成26成26成26成2成2626成成2 年3月年3月年3月年3月年3月年3月年3月3月～4月～～～4月～4月～4月～4月～4月～4月～ 生まれ生まれ生まれ生まれ生まれまれまれ生ま生 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12：42：42：42：42：42：42：42：42：： 5～5～15～15～15～5～15～15～5～15 3：03：03：03：0333 00）0）0）0）0）0）00）0）
●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細細わわ 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝伝伝工伝工 講座（講座（講座（講座（講座講座（講座講座座座 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民民史民史民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俗資俗俗 館13館13館13館133館13館1館13館館13館 ：30：30：30：30：30：30：33333 ～16～16～16～16～16～16～～～1 ：00：00：00：00000000：00000000））））））

●●●タイ異タイ異タイ異タイ異タイ異タイ異タイ異異異タイ異文化教文化教文化教文化教文化教文化教文化教文化教文化教文化教文文 室室室室室室▶Ｐ9▶Ｐ9▶Ｐ9▶Ｐ9▶Ｐ9▶Ｐ9▶Ｐ9▶Ｐ▶
（美（美（美（美（美（美（美美（美郷町役郷町役郷町役郷町役郷町役郷町役町役郷町役郷町役場3階場3階場3階場3階場3階3場3階場3階場3階場3階階階階大会議大会議大会議大会議大会議大会議大会議大会議大会議会会大会議会 室14室14室14室14室14室14室14：00：00：000000：000000～15～15～1515～151515～15111 ：30：30：30：30：33：30：330）））））））
●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出張所・張所・張所・張所・張所・張所・張張所・張張所・張張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南出南 張所張所張所張所張所張所張所張所張張張張 休業日休業日休業日休業日休業日休
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯湯とぴ湯と あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁の雁の里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温泉泉里温泉里里里里 休館休館休館休館休館休休休館休 日日日日日日日

●●●●●町長選町長選町長選町長選町長選町長選町長選町長選町長町 挙投票挙投票挙投票挙投票挙投票投票挙投票挙投挙投票投投 日日日日日日日日日日▶Ｐ2▶Ｐ2▶Ｐ2Ｐ2Ｐ2221111
●●●●●古着・古着・古着・古着・古着古古古着古着・古古古古着 古布・古布・古布・古布古布・古布・古布・古布・古布布・古古布 小型家小型家小型家小型家小型家小型小型小型家電回収電回収電回収電回収回収電回収回回収回 ▶Ｐ1▶Ｐ1▶Ｐ1▶Ｐ▶Ｐ1▶Ｐ1999999
（美郷（美郷（美郷（美郷（美郷（美郷（美郷（美郷美郷郷郷中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学中中中中 セミセミナセミナセミナセミナセミナセミナセミナセミナミ ーハウーハウーハウーハウーハウーハウーハウーハウス9ス9：ス9：ス9：ス9：ス9ス9ス99ス9ス9ス99 00～00～00～00～0～00～00～00～00～0～16：16：16：16：6：16：616：16：16 00）00）00）00）00）00）00）00
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11月30日㈬は固定資産税４期、国民健康
保険税５期、後期高齢者医療保険料５期
の納期限です
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