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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 12/1●～1/5●木 木

広報美郷1月号は

12月28日●
発行予定です

水№146
平成28年12月1日
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●●●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六郷出六郷出六郷出六郷出出出六 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所 仙南出仙南出仙南仙南出仙南出仙南出仙仙仙南 張所張所張所張所張所所張所所 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休業日日
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●●●●●●わら細わら細わら細わら細わら細細細わら細工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝伝工伝工伝 講座（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史民歴史民歴史民史歴 俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資俗資 館13館13館13館13館13館13館13館 ：30：30：300：3003：33 ～16～16～16～16～16～ 6～～16～ ：00：00：00：00000）））））
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●●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六 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南出仙南出仙南出仙南出仙南出出張所　張所　張所張所張所　張所　張所　張所　張所所所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業休業休休
●●●●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴぴ湯とぴ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泉温泉泉 休館休館休館休館休館休館休館休館館日日日日日

●●●●●●●●●●●●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っっこサロこサロこサロこサロロこサロこサロサロサロン「やン「やン「やン「やン「やン「や「やどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎりぎりぎりぎどりぎぎぎぎ」(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活民活動活 センタセンタセンタセンタセンタセンセセセセ ー11ー11ー11ー1ー11ー1ー11ー11：00：00：00：00：00：00：00：0000～15～15～15～15～15～15～15～15515：00：00：0000：00：00：00：00：0：0：0 )))))))))
●●●●●●●●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なはお なはは し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙しししし 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 き」クき」クき」クき」クき」クき」クき」クき」ク」リスマリスマリスマリスマリスリスマリスマスマリスマリスリスス ス会ス会ス会ス会ス会ス会ス会ス会ス
（仙（仙（仙（仙（仙（仙（仙（仙（仙仙（仙（ 南っ子南っ子南っ子南っ子南っ子南っ子南っ子南っ子っ南 子児童ク児童ク児童ク童ク児童ク児童ク児童児童ク児児 ラブ1ラブ1ラブ1ラブ1ラブ 4：04：04：04：04：0：04：：04：00～10～10～10～10～0～0～0～000～ 5：05：05：05：05：05：05：05：00）0）0）0）00）0）

●●●●●●●●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温温六郷温温温温泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっっ泉あったか山たか山たか山たかたか山たか山たか山か山か山か山か山か 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
●●●●●●●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６歳６１歳 カ月児カ月児カ月カ月児カ月児月児カ月児カ月児月児児健診（健診（健診（健診（健診（診診健診診診診診診 平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成平成平成2平 7年５7年５7年５7年５7年５7年年５7年５月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生まままままれ）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セン健センセンセンンセンンンター　ター　ターター　ターターー　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付付付付 2：42：42：42：42：4222 5～15～15～15～15～ 3：03：03：03：0：003：00）0）0）0）0）0）0）00
●●●●●●●●行政相行政相行政相行政相行政相相行政相行政相行政相相行政 談(中談(中談(中談(中談(中談(中談(中談(中談(中談談(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央ふれ央ふれ央央央 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館い館10：10：10：0：10：0001 00～00～00～00～00～～～12：12：12：12121212：1222 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７カ月７カ月７カカ７７７ 児健診児健診児健診児健診健診児健診児健診児健診児健診児健児児健 （平成（平成（平成（平成平成（平平平 28年28年28年28年28年28年28年28年５月生５月生５月生５月生５月生５月生生５月生生５月生まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）れまれれれまれ）
（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健セ 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1受付1付受付 2：42：42：42：42：44442 5～15～15～5～5～15～15～15～5 3：03：03：03：03：03：003：0333333 0）0）0）0）0）））））

●●●●●●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑千畑温千畑温千畑畑 泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サササン・アー・アー・アー・アー・アーアアア ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休休休館日館日館日館館日館日館日館日
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元旦

12月28日（水）は町県民税４期、国民
健康保険税６期、1月4日（水）は後期
高齢者医療保険料６期の納期限です。

元旦

　12月29日から1月３日まで美郷
町役場、六郷・仙南出張所、保健セ
ンターなどの各施設が休業します。
　各種証明書等が必要な方は、営
業日を確認し、お早めに請求手続
きを済ませてください。
※詳細は８、９ページをご確認くだ
　さい。
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