
事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 場　所 時　間
なかよし園開放 子育て支援・自由遊び

１０月生まれのお友達の誕生会
園外にでかけよう(遠足)（横手市交流センターへ）
応援しよう！(マラソン大会)
作って遊ぼう
何でも食べて丈夫な体(２)栄養士さんのお話
子育て支援・自由遊び
秋の虫を見つけよう！
遠足に出かけよう！（横手市交流センターへ）
描いて遊ぼう！
作って遊ぼう！
10月生まれのお誕生会
子育て相談・自由遊び
ちびっこ運動会！
10月のお誕生会
ハロウィンを楽しもう！
遠足に行こう！

あそびにおいで
六郷わくわく園

わくわく園開放

すこやか園開放

わんぱく（ママさん）広場

子育て広場「ひだまり」 仙南すこやか園 9：30～11：30

おばあちゃん広場

ひまわり広場
千畑なかよし園 9：30～11：30

9：30～11：30

毎週月～金曜日（平日のみ）

毎週月～金曜日（平日のみ）

毎週月～金曜日（平日のみ）

10月 2日（金）
10月 9日（金）
10月 16日（金）
10月 23日（金）
10月 30日（金）

10月 9日（金）
10月 15日（木）
10月 22日（木）
10月 29日（木）

10月 1日（木）

10月 7日（水）

10月 14日（水）
10月 28日（水）

10月 21日（水）

事 業業業業業業業業業 名

　　「オリジナルバンダナ 
　　　　　  　をつくろう！！」

「ブンブンゼミを　　
　　　　　　　つくろう！」

「チーズづくりに　　
　　　　　　挑戦しよう！」

10月の健診
カレンダー

会場●美郷町保健センター
　　　■ ☎0187（84）4900

４カ月児健診
７カ月児健診
10カ月児健診
１歳６カ月児健診
２歳６カ月児歯科健診
３歳児健診

内　容
平成２７年 ６月生まれ
平成２７年 ３月生まれ
平成２６年１２月生まれ
平成２６年 ３月生まれ
平成２５年 ３月・４月生まれ
平成２４年 ３月生まれ

対　象
１０月３０日(金)
１０月２７日(火)
１０月１６日(金)
１０月１４日(水)
１１月 ５日(木)
１０月 ９日(金)

受付／12：30～12：45
受付／12：30～12：45
受付／12：30～12：45
受付／12：30～12：50
受付／12：30～12：50
受付／12：30～12：50

日　時

問

　しぼり染めでオリジナルのバンダナ
をつくりました。色鮮やかで素敵なバ
ンダナができました！

　ぼうを持って回すとブンブン鳴くセミ
をつくりました。完成した後は、みんな
で鳴かせてあそびました！

　さけるチーズづくりに挑戦しました。
こねたり、伸ばしたり、みんな一生懸命
頑張って、上手に作ることができました！

申し込み
10：00～15：0017日（土）
美郷フェスタ
開催期間中

24日（土）
25日（日）

事業内容
自由にあそぼう！ 不要

美郷フェスタ　「みさとこども館コーナー」
（会場：美郷総合体育館リリオス ２階）

時　間日にち

『みさとこども館だより』 毎月、学校を通して配布します。

申し込み・問い合わせ●町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907（内線1505）

10月 なかよし園 ☎0187（85）3115
わくわく園 ☎0187（84）0023
すこやか園 ☎0187（83）2100

問い合わせ
みんな集まれ！

対 象 内 容

1111
みんな集まれ！

子育て支援の催し子育て支援の催し

夏
休
み 

こ
ど
も
館
の
様
子

8/6 8/11 8/17

10月の
こども館
事業

みんな
遊びにきてね！
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美郷の赤ちゃん

　平成27年９月生まれの赤ちゃんの写真（１枚）の裏面に赤ちゃんの
お名前と生年月日、ご両親のお名前、住所、電話番号を記入し、メッ
セージ（30字程度）を添えて10月９日㈮までご応募ください。
応募先●町総務課、六郷出張所、仙南出張所

「美郷の赤ちゃん」を募集します

診察時間●午前９時～正午

（日曜日・祝日および年末年始）

診療場所

診療時間

大曲厚生医療センター

午前９時～午後３時

診療場所

電話番号

内科・小児科

0187-63-2111

休日救急医療連携事業 日　時 会　場
10：00～11：30
13：00～14：30
15：00～16：30

10/ 27 ㈫
六郷高等学校
美郷町商工会
(株)ヤマダフーズ

献血にご協力ください

行政区等新郎・新婦新郎・新婦 行政区等

おしあわせに

戸籍の窓 8月届出順

お父さん・お母さん赤ちゃん 行政区

すこやかに

亡くなった方 年齢 行政区 亡くなった方 年齢 行政区

やすらかに

※広報に掲載してほしくない場合は、届け出の時に戸籍窓口にお申し出ください。

平成27年8月末現在
（　）内は前月比
平成27年8月末現在
人のうごきうごき

美郷町 （  －5）
（  －3）
（  －2）
（  　6）

人　口
男
女
世帯数

20,740人
9,782人
10,958人
6,684世帯

㈰11 018-892-
3166協和町歯科診療所（大仙市協和）

診察日 当　番　医 電話番号
（0187）

10/

11/

㈰4 55-4222さとうデンタルクリニック（仙北市角館町）

㈰

㈰

㈰

18

25

1

43-3600

62-2323

84-4108

まつだ歯科医院（仙北市田沢湖）

大曲中通歯科診療所（大仙市大曲上栄町）

岡田歯科医院（美郷町六郷）

歯科休日当番医

「お兄ちゃんと仲良く、元気に
育ってね♥」

▲（土崎南部／凡・景子さん）

「お姉ちゃん、お兄ちゃんと仲
良くしてね♥」

◀（今泉／
孝彦さん・美紀さん）

「いっぱい笑っていっぱい泣い
て、元気にすくすく育ってね！湊
はパパとママの宝物♥」

▲（本堂東部／卓也さん・綾さん）

「元気にすくすくすこやかに育
ってね♡」

（羽貫谷地／光央さん・由香さん）▶

杉沢   湊 ちゃん
みなと

高橋 美結 ちゃん
み　ゆ

武田 莉央 ちゃん
り　お

照井 百葉 ちゃん
ももは
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