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植物油インキを
使用しています。

広報美郷6月号は

6月1日●
発行予定です

木№151
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●●●●●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おくおははおおおおお なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「「し 夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふ夢ふううせん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん (学友(学友(学友(学(学(学友(学友学友(学友( 館10館10館10館10館10館1010館1館10：30：30：30：30303030：30：303 ～11～11～11～11～1111～11～11～1 ：00：00：00：00：00：00：000：00 ）））））

憲法記憲法記憲法記憲法記憲法記法記憲法記念日念日念日念日念日念日

みどりみどりみどりみどみどりみどりみどりの日の日の日の日の日の日の日

こどもこどもこどもこどもこどもこどももの日の日の日の日の日のの

●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六六郷出郷出六郷出張所・張所・張所張所張所・張所・張所所所所所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙仙仙仙 張所　張所　張所　張所　張所張所張所張所所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業休業日休業日休業日日業日日日休

●●●●●●●●●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六郷六郷六郷出六 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・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南出南 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日休業日休業日休業日休業日休業日業
●●●●●●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湯とぴぴぴあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁のあ雁の雁の雁の里温泉里温泉里温泉里温泉里温里温泉里温泉里温泉温泉里温泉泉泉 休館休館休館休館休館休館館休 日日日日日日日日日

●●●●●●●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六郷 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっあ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉泉あ泉泉 たか山たか山たか山たか山たか山たか山たたか山たか山たか山たたか 休館休館休館休館休館休館休館休館休館館館館館館日日日日日日日
●●●●●●●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行政行政相行政相行 相行政相政 談(住談(住談(住談(住談(住談(住談(住談(住住住談 民活動民活動民活動民活動民活動民民活動民活動民活動民活動民民 センタセンタセンタセンセンセンセンタセンタセンタン ー13ー13ー13ー13ー13ー1131 ：30：30：30：30：30：30：30：300～15～15～15～15～15～15～15～15～155：30：30：30：303303030300333： ））））））））

●●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご大粗大ご粗大ご粗大ご大ご大 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戸別有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料収料収集日(集日(集日集日集日(日集日(受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締付締締締締受付 切日1切日1切日1切日1切日1日日切日日切日1日 5日)5日)5日)5日)5日)5日)5日)5日)5日)
●●●●●●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相談相談談童相談談相 （仙北（仙北（仙（仙（仙北（仙北（仙（仙仙北仙仙 地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域振振興局　興局　興局興局　局　興局　興局局　局局 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申申申申事前申申事前申込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込込込み要込込み ））））））
※申※申※申※申※申※申※申申※ 込みは込みは込みは込みは込み込みは込みは込みは込 はははは町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福町福祉福町町町 保健課保健課保健課保健課保健課保保健課保健課課福祉班福祉班福祉班福祉福祉班福祉班福祉班祉福祉班へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（へへ 84-84-848484-84-844-4904904904904904904 7）7）7）7）77）77
●●●●●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細ら細らわ 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伝承伝 講座（講座（講座（講座（講座（講座講座座 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴歴歴 俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料資料資料資料料料料館13館13館13館13館13館13館13館13館13館 ：30：30：30：303030：30030～16～16～16～16～16～16166：00：00：00：00：0000000）））））））

●●●●●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒヒコーヒーサローサローサローサローサローサローサローサーサササロロンてとンてとンてとンてとンてとンてとンてとンンてとて（南て（南て（南て（南て（南て（南て（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れあふれ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館10：00：00：00：00：00：00：00：0 0～10～10～10～10～10～～～～ 4：04：04：04：04：04：04：04：04 0）0）0）0）0000

●●●●●●サン・サン・サン・サン・サンササササ スポースポースポースポーポースポースポースポスポ ツランツランツランツランツランツランツランツランランド千畑ド千畑ド千畑ド千畑ド千畑ド千畑ド千畑ド千畑ド千畑畑 温水温水温水温水温水温水温水温水温 プールプールプールプールプールプールールールプ ル臨時休臨時休臨時休臨時休臨時休臨時休臨時休時休臨臨 館（～館（～館（～館（～館（～館（～館（～館（～館（～5/15/15/15/15/5/15/18）8）8）8）8）8）8）8）8 ▶P2▶P2▶P▶P2▶P2▶P▶ 555555
●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出六郷出郷出張所・張所・張所・張所張所・張所・張所・張所・所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出出南出張所　張所　張所張所　張所　張所　張所張所　張張所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業
●●●●●●●操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法体法体操 同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好同好同 （保健（保健（保健（保健（保保健健保健保健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センタンタンタセンン ー10ー10ー10ー10ー10ー1ー1ー1ー ：00：00：00：00：000000000 ～11～11～11～11～～11～1～1 ：30：30：30：3030：30300303 ）））））

●●●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコククエコクエコククラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフラフトラフトラ 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講講手芸講講座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座座（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央央央央 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14：14：14：14：14：14：14：44：444 00～00～00～00～000～00～00～00～～16：16：16：6161616：16：00）00）00）00）00）0000）00）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おおおはなおはなしの会しの会しの会しの会しのしのしのしの会の会の 「しゃ「しゃ「しゃしゃ「しゃしゃしゃしゃし ぼんだぼんだぼんだぼんぼんだぼんだぼんだぼん 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北ふれ北ふれふ北北ふ北ふ あい館あい館あい館あい館あい館館あ 1010：10：10：10：0000 00～00～00～00～00～0～0～11：11：11：11：111：11 00）00）00）00）0000）00）000）0000
●●●●●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙仙仙仙仙北 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節伝方節伝方方方 承講座承講座承講座承講座承講座承講座承 （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れああふれあい館1い館い館い館い館1い館1い館い館い館1い 4：04：04：04：04444：0：4 0～10～10～00～10～10 6：06：06：06：06：0：0：00）0）0）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者者者者者者 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承 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座座（北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ふれあれふふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館館館館 3：33：33：33：33：33：3：330～10～10～10～1～1000 5：35：35：35：35：33335 0）0）0）0）0）0000）

●●●●●●●●航空自航空自航空自航空自航空自航空自航空自空自空航 衛隊北衛隊北衛隊北衛隊北衛隊北衛隊北衛隊北衛隊北衛衛衛隊北衛 部航空部航空部航空部航空部航空航空部航空航空航空航空航空航航 音楽隊音楽隊音楽隊音楽隊音楽隊楽隊音楽音楽音楽隊音楽音音音 コンサコンサコンサコンサコンサコンサコンサコンサコ ート（ート（ート（ート（ート（ートトート（トト（公民館公民館公民館公民館公民館公民館公民館公民館公民館民館公民館14：14：14：14：14：14：4141 00～00～00～00～00～00～00～00～0～16：16：16：16：16：16：16：：6：6：61 00）00）0000）00）00）00）00））00
●●●●古着・古着・古着・古着・古着・着古着古着・古着・古布回古布回古布回古布回古布回古布回古布回布回古布布布布 収（美収（美収（美収（美収（美収（美収（美収（美収（美美美美郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学中学中中中中学校セミ校セミ校セミ校セミ校セミ校セミ校 ナーハナーナーハナーハナーハーハナーハナーハハハハウス9ウス9ウス9ウス9ウス9ス9ウウス9ウス9ウウス：00：0000：00：00：00：00：000000 ～16～16～16～16～16～1～1～16～16～ ：00：00：00：00000：000））））））▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1P1P 77777777
●●●小型家小小型家小型家小型家小型家家家家電回収電回収電回収電回収電回収電回収電回収電回収収電回電回電 収回回 （美郷（美郷（美郷（美郷（美（美郷（美郷（美郷美郷（美郷（ 中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学中学校校セミナセミナセミナセミナセミナセミセミセセセ ーハウーハウーハウーハウーハウハウハウハウハハウス9：ス9：ス9：ス9：ス9ス9：ス9：ス9：ス9ス9ス9 00～00～00～00～00～00～00～00000 16：16：16：6：16：16：16：16：166 00）00）00）00）00）00）00）））0 ▶P1▶P1▶P1P1P11▶P17777777

●●●●●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑千畑温千畑温千千 泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サンサ ・アー・アー・アー・アー・アー・ア・ア・ア・ア ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル 休ル 休休休ル 休ル 館日館日館日館日館日館日館日館日館日館館館
●●●●●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困活活生生生生 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窮者窮者自立支援立支援立支援立支援立支援立立支援立支援立支援立 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相相巡回相相談談談談談談談談談談談
（（（（（中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ央中央ふ中央ふ中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あいあいあい館10館10館10館1館10館館館館館1：00：00：00：000000：0000000～12～12～12～12～12～12～12～122：00：00：0：0：：00：00：00：00：00））））））））））

●●●●●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷六六郷温温六六 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっあっあっあっっっ泉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かたかたか山たか山か 休館休館休館休館休館休館休館休館休館休 日日日日日日日日
●●●●●●●●●●献血献血献血献血血献血献血献血献献献 ▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P227777777

●●●●●米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉米米米 理講座理講座理講座理講座理講座理講座講座座（北ふ（北ふ（北ふ（（北ふ北ふふふ（北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あい館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9館 30～30～30～30～30～30～30～30～3 13：13：13：13：13：313：13：313：31 00）00）00）00）00）00）00）0000000

●●●●●●●お茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っっこサロこサロこサロこサロこサロこサロサロこサロロロン「やン「ン「やン「やン「やン「やン「やン「ややン 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活動活動活動動活活 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タセンンセンタセンセン ー11ー11ー11ー11ー11ー11ー11ー1 ：00：00：00：00：00：00：00：000000～15～15～15～15～15～15～15～15～15～1～ 5：00：00：0000：00：0000：00：00)))))))))))
●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなはなし「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙「紙し 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こうひひこひこひ き」（き」（き」（き」（き」（き」（き」（き」き」（仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ南っ仙南っ仙南っ仙 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童児童児子子児 クラクラクラブクラブクラブクラブクラブクラブクラクラブクラブクラクラクラ 14：14：14：1414：4：4444 00～00～00～00～00～00～00～0000～～～～～～～～～～～00～～15：15：15：15：15：1515：5 00）00）00）00000000）00））0
●●●●●●●フラダフラダフラダフラダフラダフラダラダラダンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ス講ンス講ンス講講講講講座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれあい館あい館あい館あい館あい館あい館ああい館あい館あい館あいあああ 9：39：39：39：39：39：39：39：39：399： 0～10～10～10～10～10～10～100～10～0～10 1：31：31：31：3：3：3：31：330）0）0）0）0）0）0）0）0

●●●●●●●●７カ月７カ月７カ月７カ月カ月７カ月７カ月７カ月カ７カ月月月児健診児健診児健診児健診児健児健児健児健診（平成（平成（平成平成成成成（平成（ 28年28年28年28年28年年28年28年年28年8 10月10月10月10月10月10月10月0月10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生まれ生ままま ）））））））
（保（保（保（保保保保保（保保健セン健セン健セ健セセセ健セン健セン健センンター　ター　ターター　タタタター 受付1受付1受付1受付受付1付1受付1112：42：42：42：42：42：42：42：44：44444： 5～15～15～15～15～15～1～5～ 3：03：03：03：03：03：03：03：03： 0）0）0）0）00）0）0）0））

●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷六郷六郷六郷郷 張所・張所・張所・張所・張所・張所・所・所所張所・所張所・所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南仙南出仙南出仙仙仙 張所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業休業日休業日休業日休業日休業日

●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六郷出郷出郷六郷出張所・張所・張所・張所・張所張所・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仙仙 張所張所張所張所張所張張張張所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業休業日休休休 日日日

●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷町郷町町郷町ラベンラベンラベンラベンラベンラベンラベンベンララ ダーまダーまダーダーまダーまダーまダーまダーままつり（つり（つり（つり（つり（つり（つり（りつり（り（り（（～7/～7/～7/～7/～7～7～7～7/～7/2）2）2）2）2）2）2）2

●●●●●●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４４４４カ 児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診健 （平成（平成（平成（平成平成（平（平成平成平平 29年29年29年29年29年年年9 １月生１月生１月生１月生１月生月生月生月生生まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれ）まれ
（保（保（保（保保（保（保（保健セン健セン健セン健セン健センセン健センセンセン健 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受付受付1受付受付 2：42：42：42：42：42：42：42：45～15～15～15～155～15～15～1～～～～5～13：03：03：03：03：003：3：00）0）0）0）0）0
●●●●●●●10カ10カ10カ10カ10カ10カ0カ0カ0100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児 診（平診（平診（平診（平平診診（診診 成28成28成28成28成28成28成成成 年７月年７月年７月年７月年７月年７月年７月年７月年年年７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生まれま ））））
（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ン健センター　ター　ター　ター　ターターターター 受付1受付1受付受付1受付1受付1受付受付付付 2：42：42：42：42：42：4445～15～15～15～155～～15～ 3：03：03：03：03：03：0003：00）0）0）0）0）0）0）0）00）

●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷北荷荷荷荷北荷北荷仙北荷仙北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方方 伝節 承講座承講座承講座承講座承講座承講座講座承講承講座承承承講 （中央（中央（中央（中央中央中央央央中央（中央中央中 ふれあふれあふれあふれあふれふふれあふれあふれあれれれれふれあい館1い館1い館1い館1い館い館い館い館1いい館 4：04：04：04：04：00～10～10～10～1～～～0～16：06：06：06：00）0）0）0）0
●●●●●●●民謡長民謡長民謡長民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の山者の山のの 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伝承講承講伝 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（座座（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あれれ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1いい館1館13：33：3：33：333：3： 0～10～10～10～10～10～0～～0～ 5：35：35：35：3：35：3330）0）0）0）0）0）0
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●●●●●●●●●●●スコッスコッスコッスコッスコッスコッスコッスコッコッップ三味プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味ププ三味味プ 線講座線講座線講座線講座線講座線 （中央（中央（中央中央央央央央央央央央（中央央ふれあふれあふれあふれあふれあふれあれあれあふれあい館9い館9い館9い館9い館9い館9館館9館い館館 ：30：30：30：30：：30：30：30：3030～11～11～11～11～1～1～1～～ :30:30:30:30303030:330333 ））））））））））））））

●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六六六六 張所・張所・張所・張所・張所張所張所・張所張所張所張所所 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出張所張所張所張所張所張所張所張所張張張張所 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
●●●●●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雁の雁の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里温泉里 休館休館休館休館休館休館休休 日日日日日日日日日

●●●●●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６歳歳６１歳１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児児児カ月児月児児児健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診健診（健健診（健健健 平成2平成2平成2平成2成平成2平成2平成2平成2平成平成2平成2成2成 7年17年17年17年17年1年17年177年17 0月生0月生0月生0月生0月生0月生0月生生0月生0月生まれ）まれ）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セン健センセンセンセン健センン健 ンター　ター　ター　タータータターター　ター　ター　ター 受付1受付1受付1受付1受付1付1受付1受付付 2：42：42：42：42：42：42：42：42222 45～15～15～15～15～15～5～5～133：03：03：03：03：03：03：03：00）00）0）00）000

●●●●●●●チャレチャレチャレチャレャレチャレチャレャレチャレレンジデンジデンジデンジデンジデンジデンジデンジデンジデンジデンジデデー20ー20ー20ー20ー20ー20ー20ー20ー200171717171117▶P2▶P2▶P22P2
●●●●●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 の会（の会（の会（の会（の会（の会（の会の会の会会会会 保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保健保健セ健健保健セ保健セ健 ンターンターンターンターンタンターンターンターンターンンン 10：10：10：10：10：1010：10：1010100 00～00～00～00～00～000～00～00～00 15：15：15：15：15：15：51515：1 00）00）00）00）00）0000）000））00）
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町のカレンダー月 5/1●～6/5●月 月5

5月31日㈬は軽自動車税、固定資産税
一括納付および1期の納期限です。
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