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●●●●●六郷出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・張所・張所所所所所所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出出南 張所　張所　張所　張所　張所張張所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業業

●●●●●「わら「わら「わら「わら「わら「わら「わらわら「わ の文化の文化の文化の文化文化の文化の文化の文化の文化文化文化文 」交流」交流」交流」交流流」交流」交流」交流」交流流流の集いの集いの集いの集いの集いの集いの集いの集いの集いの集 (屋内(屋内(屋内(屋内(屋内(屋内内(屋内屋内屋内内スポースポースポースポースポースポースポーポースポーポーポースポーポーツ館1ツ館1ツ館1ツ館1ツ館1ツ館ツ館1ツ館1ツツツ 3：03：03：3：03：3：03：03：00～10～10～10～10～1～1～1～17：07：07：07：007：07：07：077 0)0)0)0)00)0)0)
●●●●●●町民ユ町民ユ町民ユ町民ユ町民ユ町民ユ町民ユ町民ユ民ユ町 ユニカーニカーニカーニカーニカーニカーニカーニカーニカ ル大会ル大会ル大会ル大会ル大会ル大会ル大会ル大会ル (総合(総合(総合合(総合(総合(総合(総合( 合合体育館体育館体育館体育館体育体育館体育館体育館体育館体育館リリオリリオリリオリリオリリオリリオリリオリリオオリリオス8：ス8：ス8：ス8：ス8：ス8：ス8：ス8：ス8 30～30～30～30～30～30～3030～30～00 )))))))
●●●●●●●●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 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 なし「なしなし「なし「なし「なななな 夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふううううううせん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」んせせせ (学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友学学友学友学 館10館10館10館10館10館10館館10館10館1010：30：30：3030：30：30：3030～11～11～11～11～11～11～11～11～11～ 111 ：00：00：00：0000000000）））））））

●●●●●所得税所得税所得税所得税所得税所得税所得税得税所得税税税得税・町県・町県・町県・町県・町県・町県・町県・町県・町県町町県町県民税申民税申民税申民税申民税申民税申民税申民税申税申民税 告告相談告相談告相談告相談告相談告相談告相談告相談相告告告告告 (～3(～(～3(～3(～3(～3～3(～3～ 月15月15月15月15月15月15月1515月15月 日)日)日)日)日)日)日日日日日
●●●●●●●県展　県展　県展　県県展県展県展県展県県 第14第14第14第14第1414第141441 回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回回回回回 地域展地域展地域展地域展地域展地域展地域展地域展地域展地 (学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友館　～館　～館　～館館館　～館　～館　～館　～館館館 ３月５３月５３月５３月５３月５３月５月５３月５５月月月月 日)日)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く の会（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保健セ保健セ保健セ保健セ保健保保保保健セ保 ンターンターンターンターンターンターンターターターーン 10：10：10：10：10：010：10：00～00～00～00～00～～00～0～0～15：15：15：15：15：15：15：：1555 00）00）00）00）00）00）00））0

●●●●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童相談相相 （仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域地地域地域地地域 興局興局　興局　興局　興局興局興局興局　興局　興興局興局興興局局局 事前申事前申事前申事前申事前申事前事前事前申前前事事前申前事前申込み要込み要込み要込込み要込み要込み要込み要込み要込み要込 ））））））））
※申※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込みは込み込込 町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉祉町福祉町福祉町福福祉福福町福 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課保健課保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祉班祉班福祉班班へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎84-84-84-84-84-84-84-884-4-4--4 490490490490490490494904904944 7）77）7）7）7）7）7）

●●●●●エコ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ラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトトラフトラフラフ 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芸講座座座座座座座
（中（中（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央ふれ央央 あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館館あい館あい館13：13：13：13：3313：13 00～00～00～00～00～00～0～00～0 17：17：17：17：17：17：17：1717：11711 00）00）00）00）00）00）00）00）0）000000000

●●●●●●●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温六郷温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泉あっあっあっ泉あ たか山たか山たか山たかたかたかたか山たかかかかか山 休館休館休館休館休館休館休館館日日日日日日日日
●●●●●●●●行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政行政行政相政行 談(中談(中談(中談(中談(中談(中談(中(中談(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ふ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あい館いい 10：10：10：10：10：10：10：1 ：00～00～00～00～00～000000～～12：12：12：12：12：：1 00）00）00）00）00）000）00）00）00）
●●●●●●３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児歳児３歳児歳児児児児健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診健診（（健 平成2平成2平成2平成2平成2平平成2平成2平成2平成2成 5年８5年８5年８5年８5年８5年８55年８年８555 月生ま月生ま月生ま月生月生ま月生ままま生ま月生まれ）れ）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健セン健センセン健セン健セン健 ター　ター　ター　ターターター　タータターーター 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付11112：2：42：42：42：42：42：42：2 5～15～15～15～15～15～～1～13：03：03：03：03：03：03：03：03：00）0）0）0）0）0）0））0

●●●●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷町美郷町農業研農業研農業研農業研農業研農業研農業研農業研農業研農業研業業農業研農農業研修会・修会・修会・修会・修会・修修会・修会・修修修修 農業施農業施農業施農業施農業施農業施農業施農業施農業施施策説明策説明策説明策説明策説明策説明策説明策説明説明明会会会会会会会会会
(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 あふれああああい館1い館1い館1い館1い館い館1い館1い館い館1館館い館 3：33：33：33：33：333：33：33：33： 0～10～10～10～10～10～10～1116：36：36：36：36：6：36：36：6：6：666：6 0)0)0)00))0 ▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1PP1888888

●●●●●●●1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６歳歳歳歳歳歳歳歳歳 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月児カカカ 児健診（健診（健診（健診（健診（健診（健健診（健診（健診診診 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 7年８7年８7年８7年８7年８年８８８月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま生ま生ま月生まれ）れ）れ）れ）れ）れ）れれ）れ
（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ン健セン健センセン健センターターターター　ター　ター　ター　タター　タ 受付受付1受付受付受付1受付1受付付付付付1付 2：42：42：42：4442：4：445～15～15～15～15～5～15～15～15 13：03：03：03：03：03：03：03：03：03333 00）0）0）0）0）0）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おはなお 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の会会しの会「しゃ「しゃ「しゃ「しゃしゃしゃししゃ「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んだんだま」（ま」（ま」（ま」（」（ま」（まま」（ま」（まま 北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふ北ふれ北ふれ北ふれふれふれふふふ 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 10：10：10：10：10：1010：10：：00～00～00～00～000～00～00～00～0～0～11：11：11：1111：11：11：00）00）00）00）00）0）00）0
●●●●●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷北荷仙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節伝承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座座座座座座座座承 （中央（中央（中央（中央（中央（中央（中（中央（中央央ふれあふれあふれあふれああふれあふれあふれふふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館1い館い館 4：04：04：04：0004：04：0： 0～10～0～10～10000～10～ 6：06：06：06：06：06：06：06：06：00）0）0）0）0）0）0）0）00
●●●●●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長謡民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長謡長長者の山者の山者の山者の山者者者の山者の山者の山者の山者 伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講承講伝承講伝承講伝承講承 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北（北北北ふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれふれあふれあふれあああい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館い館館13：33：33：33：33：3：330～10～10～1～1～10～10～0～～15：35：35：35：35：35：35：3：3：：330）0）0）0）0）0）00））0）））
●●●●●おもておもておもておもておもておもておもておもておおもてお てなし料なし料なし料なし料なし料ななし料ななななし料理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クックッ理クッッ理クックッッ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グキングキングン 講座講座講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座講講座 北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北北ふれ北ふれふれふ あい館あい館あい館あい館あい館いいいい 9：39：39：39：3：3：3：339：30～10～10～10～10～1～～10～10 3：03：03：03：03：3：003：0333 0）0）0）0）0）0）0）0）0

●●●●●お茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っっお茶っっ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ロロロこサロロン「ンン「ン「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どりぎりぎぎ」(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活民活活 センタセンタセンタセンセンタンタンタンタンタンタンタタタタター11ー11ー11ー11ー11ー11ー1ー111 ：00：00：0000：000 ～15～15～15～15～15～15～15～15555～ ：00：00：00：00000000：0000))))))
●●●●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなははおはなし「紙しし「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙「紙紙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 うひこひこうこひひひ き」（き」（き」（き」（きききき 仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南仙南仙南南 子児童子児童子児童子児童子児童子児子児童子児童子児童児童クラブクラブクラブクラブラクラブクラブクラブ14：14：14：14：14：4：00～00～00～～00～00～00～00～0 15：15：15：15：15：155155 00）00）00）00）00）00）00）00000

●●●●●●●10カ10カ10カ10カ0カ0カ0カ10カカ0 月児健月児健月児健月児健月児健月児健児健月児健月児 診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平（平診（平平平平成28成28成28成28成28成28成2成2成28成2828年５月年５月年５月年５月年５月年５月年５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れれ））））））））））
（保（保（保（保（保（保健セン健セン健セン健セン健センセンセンセンセンセンセンター　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受付受付1受付1112：42：42：42：42：42222 5～15～15～15～15～15 3：03：03：03：03：0000）0）0）0）0）0）0））0）0）

●●●●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒヒヒヒーサローサローサローサローサローサローサローサロサササ ンてとンてとンてとンてとンてとンてとンてとてンてとンて て（南て（南て（南て（南て（南て（南て（南南て（南て（南て（ ふれあふれあふれあふれあふれふれあふれふふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館館1館10：0：0：00：00：000：00：00～10～10～10～1～1～10～1～1～0 4：04：04：04：04：00：4 0）0）0）0）））0
●●●●●●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみる の会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（（保健セ保健保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保健センターンターンターンターンターンターンタータンタタ 10：10：10：1010100：10 00～00～00～00～00～00～00～00 15：15：15：15：1555：15：1 00）00）00）00）0000000

●●●●●●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郷六六六六六 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所所張所張張張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙仙仙南出仙 張所　張所張所　張所　張所　張所張所張所 休業休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日日業日
●●●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴとぴ湯とぴ湯とぴぴあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁ののあ雁のあ雁のああ 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温温 休館休館休館休館休館休館休館館館日日日日日日日日日

●●●●●町民ソ町民ソ町民ソ町民ソ町民ソ町民ソ民町民ソソソフトテフトテフトテフトテフトテフトテフトフトテフトテニスイニスイニスイニスイニスイニスイニスイニスイイニスイイインドアンドアンドアンドアンドアンンドアンドアンドアドドド 大会（大会（大会（大会（大会（大会（大会（大会（大大大 総合体総合体総合体総合体総合体総合体総合体総合体総合体育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ館館館 リオスリオスリオスリオスリオスリオスリオスリオスリオオ 9：09：09：09：0：0：0：09：09 00～）0～）0～）0～0～）0～）0～）00

●●●●●●●わら細わら細わら細わら細わらわら細わら細わら細わら細わわわわ 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承伝工伝承講座（講座（講座（講座（講座（講座講講座（講座（講 歴史民歴史民歴史民歴史歴史民歴史民歴史民歴史民史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俗資料俗資資料俗資料料料料料俗 館13館13館1館13館13館13館1313館 ：30：30：30：303 ～16～16～16～1666：00：00：00：00000000）））））

あきたあきたあきたあきあきたあきたあきあきあきた家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族 れあいれあいれあいれあいれあいれあいれれ 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 ンデーンデーンデーンデーンデーンデーンデーンンデーデー

春分の春分の春分の春分の分のの日日日日日日

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出出出出張所・張所・張所・張所・所張所・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出張所　張所　張所　張所　張所　張所　張所　張所所所張所 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休休

●●●●●●●六郷出六郷出六郷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 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 張所　張所　張所　張所張所張所張所張所所所所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日業日業業日日日日業
●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑千畑千畑千畑千畑千 泉サン泉サン泉サンサン泉サン泉サン泉サン泉サンンンサンンン泉サンサン・アー・アー・アー・アーアーアーアーア ル　休ル　休ル　休ル　休休ル　休休休館日館日館日館日館日館日日日日日
●●●●●●●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困活困生 窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自者自立支援立支援立支援立支援立支援立 巡回相巡回相巡回相巡回相回相回相回回回回巡回相回 談談談談談談談談談談（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ああふふ 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 0：00：00：00：0：00：0：0：000000～10～10～10～10～10～10～10～0～～0～ 2：02：02：02：022：02：002：00：00000000））））））））
●●●●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７カ 児健診児健診児健児健児健診児健診児健診児健児健診児 （平成（平成（平成（平成（平成平成平成（ 28年28年28年28年8年年年年年年年８月生８月生８月生８月生８月生８月生月８月生８月生８月８ まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）れ）まれ）まれれ）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セ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　タータター 受付1受付1受付1受付1受付1受受付 2：42：42：42：4：42：42：422：45～15～15～15～15～1～15～5～13：03：03：03：03：03：03：0333 00）0）0）0）0）0）00）00）
●●●●●●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六六六郷温六六六六 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あ泉あ泉あっ泉あっ泉あ泉泉泉 たか山たか山たか山たか山たか山か山たか山山山山山たか 休館休館休館休館休館休館休館休休 日日日日日日日
●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町町美郷町美郷町郷郷郷 公民公民公民公民公民公民公民公民民民館リニ館リニ館リニ館リニ館リニ館リニ館リニ館リニ館館リニューアューアューアューアューアューアューアューアルオールオールオールオールオールオーオールオル プンプンプンプンプン　プン　プン　プン　プン オープオープオープオープオープオープオープープオープオープオーププオ ニングニングニングニングニングニングニングニングセレモセレモセレモセレモセレモセレモセレモセレモセレモセレモセセセセレセ ニニニニニニニニニーーー
(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公郷町公郷 民館9民館9民館9民館9館民館9民館9民館民館民館民館9：30303030：30：3030：300～10～10～10～10～10～1～1～1～10：00：00：00：0000 )))))))▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2200000000

●●●第６回第６回第６回第６回第６回第６回第６回第６回第６回第６回６ 美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷美美美美 きいききいききいききいきいききいききいききいききいきき 大学(大学(大学(大学(大学(大学(大学(大学学(大学大大大 美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷町美郷町町町公民館公民館公民館公民館民館館民館公民公民館公民館民 10：10：10：10：0：0：0：0000 00～00～00～00～00～00～00～00～～00～00～00 12：12：12：12：12：1212：1212112 00)00)00)00)0000)00)000)000000▶P2▶P2▶P2P2▶P2▶P222000000

●●●●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ４ 児健診児健診児健診児健診健診健診健診児健診診（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28年8年8年88 11月11月11月11月11月11月11月1月1 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生まれ生生生 ）））））））））））
（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受付付1受 1受付11受付12：42：42：42：42：42：42：422：42 4222 5～15～15～15～15～15～15～1～1～5～ 3：03：03：03：03：03：03：003：03： 0）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仙 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伝伝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承講座（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れあれふれあふれあふれあれあれあふれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館い館いい館い館い 114：04：04：04：04：04 0～10～10～10～1～16：06：06：06：06：6：00）0）0）0）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民謡長謡民 者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の山山の 伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承伝承講伝承講講座（北座（北座（北座座（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ふれあふれあれ い館1い館1い館1い館1い館い館1い館い館い館館館館館 3：33：33：33：33：3：33：330～10～10～10～10～1～10～10～ 5：35：35：35：5：3555：30）0）0）0）0）
●●●ジュニジュニジュニジュニジュニニニニアアスアアスアアスアアスアアスアスアスアアスアスリートリートリートリートリートリートリートリートリ スポースポースポースポースポースポースポーポーーーツセミツセミツセミツセミツセミツセミツセミツセミツセミツセミツセミセ ナーナーナーナーナーナーナーナーナ
（総（総（総（総（総総総（総合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育育合体合 館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ オス9オス9オス9オス9オス9オス9オス9オス9オス9：30：3030：303030300：303 ～）～）～）～）～）～）～）～ ▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P▶P 111

●●●●●●●●●●町民バ町民バ町民バ町民バ町民バ町民バ町民バ町民バ民民ババババババドミンドミンドドドミドミンドミンドミントン大トン大トン大トン大大大トン大会(総会(総会(総会(総会(総会(総会(総会(総総合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育体体体 館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリリリ館リリ館館 オス8オス8オス8オス8ス8オス8ス888ス ：30：30：30：30：30：30：30～～)～)～)～)▶P2▶P2▶P2P2P2P 4 4 444
●●●●●献血献血献血献血献献献血献血献血献献血▶Ｐ2▶Ｐ2▶▶▶Ｐ2Ｐ2▶▶ 777777

●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷六郷 張所・張所・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仙南出仙南出仙南出仙南仙仙 張所張所張所張所張所張所張所張所張張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業業業休業日業業休業日
●●●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴぴ湯と あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁雁雁あ 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温泉里温泉温泉温泉泉 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
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町のカレンダー月 3/1●～4/5●水 水3

222222222229999999999999999

33333333333300000000000

333333333331111111111

28


