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●●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクコクエコクエコククラフトラフトラフトラフトフトトラフトト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芸手芸講手芸講手 講座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（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央ふれ央ふれふれ央ふ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あいい館14：14：14：14：4：414：14：414：4444 00～00～00～00～00～00～0000～00～00 16：16：16：16：6：16：6：：166 00）00）00）00）0000）00）00000）

●●●●美郷町美郷町美郷町美美郷町美郷町美郷町郷町美郷町美郷町美郷町美郷美郷美美 ラベンラベンラベンラベンラベンラベンラベンラベンラベラベンラベンラベラベンダーまダーまダーまダーまダーまダーままダーまダーまダ つり(つり(つり(つり(り(つり(つり(り(りり(りり(～7/～7/～7/～7/～7/～7/～7/～7/～7 22)2)2)2)2)2)2 ▶P5▶P5▶P5▶P5▶P5▶P5▶P5P▶
●●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わわくわわく くおはくおはくおはくおはくおはくおはくおはくくおはおはなし「なし「なし「なし「なしなしし「なしなななし 夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふうふ せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」せんせん」せん」せん」せせ 」(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友学友学友学学(学友館10館10館10館10館10館10館10館11館館館館 ：30：30：30：30：300：30：30：300～11～11～11～11～11～111～11～11～～ ：00：00：00：00：00：00：00：00：0000 ）））））））
●●●●美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ郷美郷カ美郷カ郷カ郷美郷カ美郷カレッジレッジレッジレッジレッジレッジレッジレレッジレッジ(宿泊(宿泊(宿泊(宿泊宿泊(宿泊(宿泊(宿泊泊交流館交流館交流館交流館交流館交流館館交流交流館流館ワクアワクアワクアワクアワクアワクアワクアワクアアワクアワクアアス14ス14ス14ス14ス14ス14ス14ス14ス14ス1414：00：00：00：00：00：00：00：00000：00～15～15～15～15～15～15～15～1～1 ：30：30：30：30：30：30：30：303 )))))))))

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六郷出六郷出郷出六郷出出六郷 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仙仙南仙南仙 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業日休業日

●●●●●巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回巡回児回児巡 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相談相談相 （仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北仙北（仙仙北仙仙仙 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振域域域域域振興局興局興局興局興局興局興局興局興興 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申申込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み込み要込み要込 ）））））））
※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みは込みはみは込み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祉福祉保健課保健課保健課保健課保健保健保健保健課健 福祉班福祉班福祉班福祉班祉班祉班福祉班福祉班福祉班祉福祉班福祉 へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へへ 84-84-84-84884-4-8484 49049049049049007）7）7）7）7）7）））

●●●●３歳児３歳児３歳児３歳３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児歳児健診（健診（健診健診（健診（健診（健診（健診（健診健診健診診診診 平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成平成 5年15年15年15年15年10月～0月～0月～0月～0月～0月～0月～月～月～月 11月11月11月11月11月11月11月11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））））））））
（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ン健センン健セン健 ター　ター　ター　ター　ターター　ター　ター　タタタ 受付1受付1受付1受付1受付1受付1111受 2：42：42：42：42：442：4：422 5～15～15～15～15～15～15～15～5～ 3：03：03：03：03：033：33：3 0）0）0）0）0）0）0）0）0）

●●●●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・張所・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仙南出南南仙南出南 張所張所張所張所張所張所張所張所所所所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯と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里温泉泉 休館休館休館休館休館休館館休館休休 日日日日日日日日

●●●●美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い美郷い郷い美郷い美郷いい美 きいききいききいききいききいききいききいきいきき大学（大学（大学（大学（大学（大学大学（大学（大学（大学（大学（大大 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郷美郷町美郷町美郷 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10：10：0：0：10：10：00：0 00000～00～00～00～0～000～12：12：12：12：2：2：21 00）00）00）00）00）00）00）00）00）
●●●●くるみくるみくるみくるみくるみみくるみくくるみくるみるみの会（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健セセンターンターンターンターンターンターンターターンタ 10：10：10：10：10：10：1010：010 00～00～00～00～00～00～00～0～15：15：15：15：5：15：15 00）00）00）00000000

●●●●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おはお 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ししの会しの会の会会「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だんだぼんだぼんだぼんだぼ だま」（ま」（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ふれふれふれ北ふれふれ北 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館い 10：10：10：10：01010 00～00～00～00～00～00～00～00～～00～11：11：11：11：11：111：111111 00）00）00）00）00）00）00）00）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仙北荷仙北荷仙仙 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伝節伝節伝伝節節 承講座承講座承講座承講座承講座座承講座承講座承講座承講承 （中央（中央（中央（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ふれあふれああい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館館館館 4：04：04：04：04：04：04：04：04：0444 0～10～10～10～10～10～10～10 16：06：06：06：06：06：06：06：66：06 0）0）0）0）0）0）000）0）
●●●●民謡長民謡民謡民謡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 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の山者の山者の者の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承講講承承 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座座（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ふれあああああい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館13：33：33：33：3333：33：333：33：333 0～10～10～0～10～10～10～110～10～115：355：35：35：35：35：35：35：35：35 0）0）0）0）0）0）0）0）

●●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳１歳６１歳１歳６１１１１ 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月カ月児健診（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2平成2平成2平成成 7年17年17年17年17年117年17年17年11月生1月生1月生1月生1月生1月生1月生1月生月生生生月生月生まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれまれまれ
（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センセセセ健セ ター　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1受付1受付受付 2：42：42：42：42：4：42：4442：45～15～15～15～15～15～15～55～115～155555 3：03：03：03：03：03：03：03：03：000000）0）0）0））0）0）0）0）

●●●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷郷六 泉あっ泉あっ泉あっ泉あ泉あ泉あっ泉あ泉泉あっあ たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たかか山かか 休館休館休館休館休館休館休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相相相相相談(中談(中談(中談談(中談(中談(中談(中談談(中談談 中談 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央央 あい館あい館あい館あい館あいあいあいあい館あいあいああ 10：10：10：10：10：000 00～00～00～00～00～～12：12：2：2：12：212：12：212：00）00）00）00）0000）00）00）00）0

●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ごごご大ごみ戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別戸み 有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料収有料有料収収集日(集日(集日(集日(集日(集日(日集日(集日 受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付 切日1切日1切日1切日1切日1切日切日切切日 2日)2日)2日)2日)2日2日)2日)2日))2日)
●●●●●わら細わら細わら細わら細わらわら細わら細わら細ららら 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝工伝承工伝 講座（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史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴 俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料資俗俗俗俗 館13館13館13館13館13館13館13館13館 ：30：30：30：3：30： ～16～16～16～16～16～～16：00：00：00：000：00）））））））））

●●●●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 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理講座（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れあいれあいれあいれあいれあいれあい館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：9館9：館9館9：：9：30～30～30～30～30～30～30～～30～3033 13：13：13：13：13111 00）00）00）00）0

●●●ラベンラベンラベンラベンラベンラベンベンラベンラベンラベベラ ダー交ダー交ダー交ダー交ダー交ダーダー交ダーダー交ダ 流ジャ流ジャ流ジャ流ジャ流ジャ流ジャ流ジ流ジ ズコンズコンズコンズコンズコンズコンズコンズコンコズコンンサートサートサートサートサートサートササートサーサ
(1(1(1(1(1(1(111(16：36：36：36：36：36：36：3666：36 36：30～10～10～10～10～10～10～10～0～ 9：09：09：09：09：9：09：09：099：00美郷0美郷0美郷0美郷美郷0美郷美 町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベベンダンダーンダーンダーンダンダーンダーンダーンダダ 園)園)園園)園)園)園)園)園)▶P5▶P5P5▶P5▶P5▶P55

●●●●ラベンラベンラベンラベンラベンラベンラベンララベンララララ ダー園ダー園ダー園ダー園ダー園ダー園ダー園ダーダダダダー ライトライトライトライトイライトライライイイ アップアップアップアップアップップップッププ
(1(1(1(1(1(1(1(11119:09:09:09:09:09:09:009:0009:00～20～20～20～20～20～20～0～20～2～21:01:01:01:01:01:01:0111:00美郷0美郷0美郷0美郷0美郷美美美 町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町ラベ町町 ンダーンダーンダーンダーンダーンダーダンダーダンダー園)園)園)園)園園園)園)園)園園園 ▶P5▶▶P5▶P5▶P5

●●●●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おお なし「紙し「紙し「紙し「紙し「紙「紙し「紙し「紙し「紙紙「紙「紙「紙ひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこひこひこひ き」（き」（き」（き」（き」（ききき 仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児童児童子児童子子 クラブクラブクラブクラブクラブクラブクラブラブクラブクラブクラクラクララ 14：14：14：14：14：14：14：14：4 00～00～00～00～00～00～000～0 15：15：15：15：15：15：5：555 00）00）00）00）00000000）
●●●●フラダフラダフラダフラダフラダフラダダフラダラダラ ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ス講ンス講ス講ス講ス講ンス講スンス 座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座座 中座 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれれれれあい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館い館い館い館館い館館館い 9：39：39：39：39：39：39：9：9：30～10～10～10～10～10～10～10～10～1～10～11～1～ 1：31：31：31：31：31：31：31：3：1：3：： 0）0）0）0）0）0

日18 あきたあきたあきたあきたきたあきあきた家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族ふれあいれあいれあいれあれああいれあ サンササンササンササンササンササンササン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ンデーンデーンデデンデー
●●●●町民グ町民グ町民グ町民グ町民グ町町民グ町民グラウンラウンラウンラウンラウンラウンラウンウンンンンド・ゴド・ゴド・ゴド・ゴゴゴゴド・ゴルフ予ルフ予ルフ予ルフ予ルフ予ルフ予ルフルフフフフ予選大会選大会選大会選大会選大会選大会選大会選大会選大会（8：（8：（8：（8：8（8：8（ 30～30～30～30～30～30～330～30～33303 12：12：12：12：12：12：12：2：12：2：2：2：：00）00）00）00）00）00）00）00）000
●●●●スコッスコッスコッスコッスコッコッスココッココ プ三味プ三味プ三味プ三プ三味プ三味プ三味味プ三味味線講座線講座線講座線講座線講座線講座線講座線講座座（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れあふれあふれあふれああふれあれ い館9い館9い館9い館9い館9い館9い館9館9い館9いい ：30：30：30：30：30：30：30：30～11～11～11～1～～1111：30：30：30：30：30：3：3：33 ））））））））

●●●●●コーヒコーヒコーヒコーヒーヒーヒーヒーコ 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ーサ ンてとンてとンてとンてンてとンてとンてとンてとンてとてとンてとて（南て（南て（南て（南て（南て（南て（南て（南（て 南ふれあふれあふれあふれあ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い館いいいい館10：00：00：00：00：00：00：00：0：0：：00：00～10～10～10～0～10～10～10～100 4：04：04：04：044：04：04：04：0000）0）0）0）0）0））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くるみの会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（会の会 保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ健保健保健センターンターンターンターンターンターンターンターンターンター10：10：10：10：0：10：10：10：00～00～00～00～00～00～00～00～15：15：151515：15：5：15：15：5 00）00）00）0000）0）00）00000000）

●●●●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巡回児巡巡 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相談童相談相 （仙北（仙北（仙北（仙北仙北（仙北仙北（仙北仙北北北地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域地域振地域地域振地域地域振域振興局興局　興局　興局　興局　興局興局興局 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申前事前申前 込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要要込込み要））））））
※申※申※申※申※申※申※申※ 込みは込みは込みは込みは込みはみはみはみはみはみはみはみは込みみ 町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町町町福祉町福町 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健課課健 福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班祉班福福祉班福 へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎（☎へ（☎へ（へ 84-84-84-84-84-84-84-84-4-4-44 490490490490490490490490994949 7）7）7）7））7）7）7））7））

●●●七滝「七滝「七滝「七滝「七滝「七滝七滝七滝七滝七滝 水の森水の森水の森水の水の森水の森水の森水の森水の森の森森森の森森森」植樹」植樹」植樹」植樹植樹植樹植植樹植植植」植樹（9：（9：（9：（9：9：30～30～30～30～～～0～30～13：13：13：13：13：3333 00）00）00）00）00）00）00）0）00）00 ▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1P1▶P1▶ 7777777
●●●千畑温千千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温畑温千畑 泉サン泉サン泉サン泉サン泉サ泉サン泉ササササン・アー・アー・アーアー・アール　休ル　休ル　休ル　休休休休休休ル　 館日館日館日館日館日館館館館館
●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮窮者自窮 自立支援立支援立支援立支援立支援立立支 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回 談談談談談（中央（中央（中央（中央中央中央中央中央中央中中中中中中中中中中 ふれあふれあふれあふれあふふれあふれあふれあふふれ い館1い館1い館1い館1い館い館い館1い館1館 0：00：00：00：00：00：00：00：00：00：00～10～10～0～0～0～0～10～1～10～0～ 2：02：02：02：02：02：2：02：02：00）00）0）0）0）0）0）

●●●●●10カ10カ10カ10カ110カ10カ月児健月児健月児健月児健月児健月児健月児健健健児 診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（診（平診（平診 成28成28成28成28成28成28成28282288年８月年８月年８月年８月年８月年８月年８月月年８月８ 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れ生まれ）））））））
（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　タータタ 受付1受付1受付1受付1受付1受付1付1付1受付1受付付1受付12：42：42：42：42：42：42：42：42：42：45～15～15～15～15～15～15～155～155 3：03：03：03：03：03：03：03：0：03 0）0）0）0）0）0））0）0

●●●べごっべごっべごっべごっべごっべごっべごっごっべごっこまつこまつこまつこまつこまつこまつこまつまつま り(大り(大り(大り(大り(大(大り(大り(大大り(大台野広台野広台野広台野広台野広台野広野広台野広野野野野野野野 場イベ場イベ場イベ場イベ場イベ場イベ場イベイ場イベイベベベベベベント棟ント棟ント棟ント棟ント棟ント棟ント棟ント棟ト棟ント棟棟ント棟棟ト棟棟9：09：09：09：09：09：099：00～10～10～10～1000～0～10～ 3：03：03：03：03：0000ころ0ころ0ころ0ころ0ころ0ころ0ころ0ころ)))))▶P5▶P5▶P5▶P5P5P55
●●学友館学友館学友館学友館学友館学友館学友館学学友館特別展特別展特別展特別展特別展特別展特別展別展展展展展展「川瀨「川瀨「川瀨「川瀨川瀨川瀨「川瀨川瀨「川 巴水展巴水展巴水展巴水展巴水展巴水展巴水展巴水展巴巴巴水展巴水展」（～」（～」（～」（～」（～」（～」（～」（～（～～～7/27/27/27/27/27/27/277/2/27/27/23）3）33）3）3）3）333））3）3 ▶P7▶P7▶P7▶P7PP
●●●●「川瀨「川瀨「川瀨川瀨川瀨「川瀨「川瀨瀨「川瀨巴水展巴水展巴水展巴水展巴水展巴水巴水展巴水展」ギャ」ギャ」ギャ」ギャ」ギャ」ギャ」」 ラリーラリーラリーラリーラリーラリーラリーラリーリラリートークトークトークトトークトークトークトークトークトークトーク（学友（学友（学友（学友（学友（学友（学友（学友学学学 館10館10館10館10館10館館館館10：00：00：00：00：00：0：： ～～）～）～）～～）～
●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷北荷荷方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節節方節伝承講座承講座承講座承講座承講座承講承講承講講 （中央（中央（中央（中央（中央中央（中央中央（中央央（ 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ふ い館1い館1い館1い館1い館い館い館 4：04：04：04：0：000000～10～10～10～1～16：06：06：06：06：00）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謡謡民 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の山伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講承講承講講座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北（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ふれあふれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館 3：33：33：33：33：33：3：3： 0～10～10～1～10～1～ 5：35：35：35：5：35555：30）0）0）00）0）0）
●●●●美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カカ郷カ郷カ美美郷 レッジレッジレッジレッジレッレッジレッレレレッジ(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町公公民館14館14館14館1414館1414館144：00：00：00：000000：0000000 ～15～15～15～15～1515～15～15～115：30：30：30：3030030：30)))))))))))

●●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出六郷出出張所・張所・張所・張所・張所・所・所・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南出南仙南出仙仙 張所張所張所張張所張所張所張所所張所張所所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴ湯 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のああ雁のあ 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里温温里里 休館休館休館休館休館休館休館休館休館館休 日日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六郷温六郷郷郷 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あっあっったか山たか山たか山たか山たかたか山たか山たか山か山 休館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日

●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月月４ 児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健児健診児健診児 （平成（平成（平成平成平成成（平成（平成（平成成成29年29年29年29年29年29年29年年年年年9年29年年年２月生２月生２月生２月生２月生２月生２月生月生月生月月月月２月生まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれまれままれまれ
（保（保（保（保（（（保保健セン健セン健セン健セン健セン健セ健セン健セ健 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受付受付受付 2：42：42：42：42：42：42：42：445～15～15～15～15～5～5～5～ 3：03：03：03：03：03：03：03：3：3 0）0）0）0）0）0）0）
●●●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月カ月７カ月７カ月月月児健診児健診児健診児健診児健診児健診健診診診（平成（平成（平成（平成平成平成平成平成平成成平成平平平 28年28年28年28年28年28年28年年8年222 11月11月11月11月11月1月1月11月111111 生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ））））
（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セ ター　ター　ター　ター　ター　ター　ーター　ター 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付受付受付受付 2：42：42：42：4222：45～15～15～15～15～15～5～ 3：03：03：03：03：003：0：3：00）0）0）0）0）0）0）0

●●●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・張所張所張所張所張張 仙南出仙南出仙南出仙南出南出南出南出仙南出張所張所張所張所張所張所張所張所張所所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業休業休休業日休業

●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出六郷出出張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所張所張所・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南出仙南南 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業日休業日業業日業日業日業
●●●●●操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法体体 同好会同好会同好会同好会好会同好会同好会同好会同好会会会会好会会会（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健保健保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ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー1010ー1ーー ：00：00：00：00：00：00：000000000 ～11～11～11～11～11～11～11～1～11～111 ：30：30：30：30：30：30：30：：30））））））））

6/1●～7/5●木 水

66666666666666666/////////////

6月30日㈮は、町県民税一括納付および
１期の納期限です。

広報美郷7月号は

6月30日●
発行予定です

金№152
平成29年６月１日
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