
発行/美郷町役場　編集/総務課 秘書広報班
■〒019-1541  秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
■TEL0187-84-1111（代表）　■FAX0187-85-2107
■美郷町ホームページ   http：//www.town.misato.akita.jp
■美郷町メールアドレス info@town.misato.akita.jp　
■美郷のミズモFacebookページ
　　　　 https://www.facebook.com/misatonomizumo
■印刷／㈱仙北印刷所

植物油インキを
使用しています。
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●●●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児児童相談童相談童相談童相談童相談童相童相童童相相談（仙北（仙北（仙北（仙北仙北北地域振地域振地域振地域振域振域振域域域域地域振域域域 興局　興局　興局　興局　興局　興局興興局興 事前申事前申事前申事前申事前申事事前申事前申事前申事事前申事前申事事 込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要み込込み ）））））
※申※申※申※申※申※申※申※申※※ 込み込み込みは込みは込みは込みは込み込み込みは込込込み 町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福町福祉保健課保健課保健課保健課保健課健課健課健課健課課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 班班福 班へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へへへ（☎84-84-84-84-84-84848 4904904904904904904904907）7）7）7）7777）
●●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細細わら細細細わら 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝工伝工伝伝 講座（講座（講座（講座講座講座（座座 中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ央ふ中央ふ中中央ふふれあいれあいれあいれあいれあいれあれあいれあいれあいいいい館13館13館13館13館13館13館13館館13館13：30：30：30：30：30：30：30：30：3：：3 ～16～16～16～16～16～1～16～161 ：00：00：00：000000：00：00：0000 ））））））））

●●●３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児歳児歳児歳３歳児歳 健診（健診（健診（診（健診（健診（健診（診健診診 平成２平成２平成２平成２平成平成２平成２平成２平成２２成２平 ４年１４年１４年１４年４年１４年１４年１４年年１２月生２月生２月生２月生２月生２月生月生２ まれ）まれ）まれ）まれまれ）まれまれまれ）まれ）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健センンセンター　ター　ター　ター　ターター　ター　タタタ 受付1受付受付1受付1受付1受付1受付1付1受付付 2：42：42：42：42：42：42：442：422 5～15～15～15～1～～5～1～ 3：03：03：03：03：0：00000）0）0）0）0）0）0）0）00

●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーコーーヒーサーサローサローサローサロサロサロサロサロサ ンてとンてとンてとンてとてとてとンてとンてととンてとて（南て（南て（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ふれあふれあふれあふれあふれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館い 1館館 0：00：00：00：00：00：00：000：00000 0～10～10～10～10～10～10～10～10～10 4：04：04：04：04：04：04：04：0：00）0）0）0）0）0）0）00
●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困活困困窮者窮者窮者窮者窮者窮者窮者窮者窮者者者自立支自立支自立支自立支自立支自立支自立支自立支立支自立支立立 援巡回援巡回援巡回援巡回援巡援巡回援巡回援巡回援巡回巡巡巡 相談（相談（相談（相談（相談（相談（相談（相談（（談（（（相 中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ央ふ中央ふれあいれあいれあれあいれあいれあれあれあれあれああいれあれれあれ 館10館10館10館101館10館10館10館10館1：00：00：00：0000000000000000000000：00～12～12～12～12～12～12～12～ ：00：00：00：00：00：00：00000： ）））））））
●●●●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみるる の会（の会（の会（の会（の会（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保健セ保健セ保保保保健 ンターンターンターンターターターターンター10：10：10：10：10：10：0：10100000 00～00～00～00～00～00～00～000～～00～～15：15：15：15：15：15：15：11 00）00）00）00）00）00）00）000000）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方節伝方節伝節伝方 伝節 承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座講座座座（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中（中央中央中中中 ふれあふれあふれあふれあふれあふれれあふれああい館1い館1い館1い館1い館1い館い館1い館1館い館1館 4：04：04：04：044：04：044：04：00～10～10～10～10～0～100～0 10 6：06：06：06：06：06：00）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民民 者の山者の山者の山者の山者の山の山の者の山者の山の山の山者の山伝承講伝承講伝承講伝承講承講講講承講講講座（北座（北座（北座（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ふれあふれあふれあふれああふ い館1い館1いい館1い館1い館1い館い館1いい 3：33：33：33：33：33：33：333：33：33 333 0～10～10～10～10～10～10～0～1～0 5：35：35：35：35：35：35：35：3：333330）0）0）0）0）0）00）0

●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出郷出郷出郷 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出張所張所張所張所張所張所張所張張張張張所張所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日日
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴ湯とぴ湯とぴとぴ湯と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あ雁のあ雁 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温里温里温 休館休館休館休館休館休館休館休館館休館館日日日日日日日日

●●●●献血献血献血献血献血献血献献血▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3▶P355555555

●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町町美郷郷美 町町戦没者戦没者戦没者戦没者戦没者戦没者戦没者戦没者戦没者戦没戦没者追悼式追悼式追悼式追悼式追悼式追悼追悼追悼追悼式（公民（公民（公民（公民（公民公民（公民公民（公民（公民公民公公 館10館10館館10館10館10館館10館 ：00：00：00：00：000000000 ～）～）～）～）～）～）～～）～）
●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温温六郷温温郷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たか山かか 休館休館休館休館休館休館休館休館休館日日日日日日日
●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６歳６１歳 カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児月児カ月児カ月児カ月児児児カ 健診（健診（健診（健診（健診（健診健診（健診（診健 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２成２平成２平平平 ６年１６年１６年１６年１６年１６年１６年１６年１１６年１６年年 ２月生２月生２月生２月生２月生２月生２月生２月２ 生まれ）まれ）まれ）まれ）まれれまれまれまれ）
（保（保（保（保保保保（保健セン健セン健セン健セン健セン健センセン健セン健 ター　ターター　ター　ターターターーターー 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付112：42：42：42：42：42：42：42：42：2：45～15～15～15～15～15～15～15～1～13：03：03：03：03：03：03：03：03：00）0）0）0）0）00000

●●●●美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美 カ美郷カレッジレッジレッジレッジレッジレッジレッレッジレッジジジ(ワク(ワク(ワク(ワク(ワクク(ワクワククアス1アス1アス1アス1アス1アス1アス15：０5：０5：０5：０5：０：０：０：００～)０～)０～)０～０～)０～)０～)０～０～００００ ▶P4▶P4▶P4▶P4▶▶
●●●●●在宅医在宅医在宅医在宅医在宅医在宅医在宅医在宅医在宅医在在 療と介療と介療と介療と介療と介療と介療と介療と介療と介護をつ護をつ護をつ護をつ護をつ護をつ護をつつを なぐ講なぐ講なぐ講なぐ講なぐ講なぐ講ぐ講ぐ講ぐ講ぐ講ぐ 演会(演会(演会(演会(演会演会(演会演会演演会(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公 受付受付受付受付受付受付受付受受受付13：13：13：1313：313 30～30～30～30～30～33030 )))))))▶P2▶P2▶P▶P2P2P2P2277777777

●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六郷六郷出六郷出六郷出六 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出出出張所張所張所張所張張張張張張張張所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業

●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六郷六六 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出仙南出南仙南出張所　張所　張所　張所　所所所張所所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休休休休業休
●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温畑温泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サンササ ・アー・アー・アーアー・アーア ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル 休休休館日館日館日館日館日館日館日館日館館館日館
●●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月児健診児健診児健診児健診児健診児健診健診健診診診（平成（平成（平成平成（平成（（ ２８年２８年２８年２８年２８年２８年２８年２８年年２ 年年３月生３月生３月生３月生３月生３月生３月生月生生３ まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）ままれれ
（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健 ター　ター　ター　ター　ター　ター　ター　ター　ター　受付1受付1受付1受付受付1受付1受付1受付1受 2：42：42：42：42：42：42：42：42 5～15～15～15～15～5～1～5～55 3：03：03：03：03：03：03：03：：33：3：3 0）0）0）0）0）0）000

7/1●～8/5●金 金

7777777777777/////////////

８月１日㈪は、固定資産税２期、国民健康保険
税一括納付および１期、後期高齢者医療保険
料一括納付および１期の納期限です。

広報美郷8月号は

8月1日●
発行予定です

月№141
平成28年7月１日
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