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植物油インキを
使用しています。

町のカレンダー月 10/1●～11/5●土 土

広報美郷11月号は

11月1日●
発行予定です

火№144
平成28年9月30日

広報

10 町町町 ダカカカののの ンンレレ ーンダダ
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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六郷出六郷 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出南出仙南仙南出仙仙仙 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日休業休業日休業日休業日休業日業日休業日日業日

●●●わくわわくわわくわわくわくわくわわわわわくわわくわわくわく くおはくおはくおはくおはくおはくおはくおくおはくおはくおはおお なし「なし「なし「なし「なしなしなし「なし「なし「しし 夢ふう夢夢夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふ夢夢夢夢 せん」せん」せん」せん」せん」せん」んせんん」(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友学友(学友友(学学学学 館10館10館10館10館10館10館10館10館100：3：3：30：30：30：30：303 ～11～11～1～11～11～11～11～11～111111：00：00：00：00：00：0000：0000000 ））））））））））
●●●学友館学友館学友館学友館学友館学友館学友館学友館館学 特別展特別展特別展特別展別特別展特別展別展特別展特別展別展別展展別展特 秋田美秋田美秋田美秋田美秋田美秋田美秋田美秋田美秋田美美術作家術作家術作家術作家術作家術作家術作家術作家家術作家作術作術作術作作 協会美協会美協会美協会美協会美協会美協会美協会美会美協会美協会美郷町展郷町展郷町展郷町展郷町展郷町展郷町展町展郷郷町展展展展(～1(～1(～1(～1(～1(～1(～(～10/10/10/0/10/10/10/110/10/10)0)0)0)000)00 ▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1▶P1P 333333
●●●美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カカ郷カレッジレッジレッジレッジレッジレッジレッジジジジレレッジジ(宿泊(宿泊(宿泊(宿泊宿泊(宿泊宿泊宿泊宿泊泊泊交流館交流館交流館交流館交流館交流館交流館交流館流交流流流 ワワワワワクアワクアワクアワクアワクアワクアワクアス15ス15ス15ス15ス15ス15ス15ス1515ス15：30：30：30：30：3030：300303 ～17～17～17～17～1～1～1～11～1 ：00：00：00：00：00000000))))))))

●●●第26第26第26第26第第26第26第26第262 回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回回回回回 長者の長者の長者の長者の長者の長者の者の長者の長者の山全国山全国山全国山全国山全国山全国山全国山全国国国山全国国全国大会大会大会大会大会大会大会大会大大大大大
（北（北（北（北（北（北（北北（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あふふふふれあふれあい館・い館・い館・い館・い館・い館・い館・い館・いい 北体育北体育北北体育北体育北体育北体育北体育北北北北体育館9：館9：館9：館9：館9：館9：館99 00～00～00～00～00～00～00～00～00 ））））））▶P3▶P3▶▶▶P3P33　3　333
●●●●美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷美郷カ美郷カ美郷カ美美 カレッジレッジレッジレッジレッジレッジレッジレッジジレッジッッ (宿泊(宿泊(宿泊(宿泊(宿泊(宿泊(宿泊宿泊宿泊宿泊宿 交流館交流館交流館交流館交流館交流館交流館交流館交流館流流流 ワクアワクアワクアワクアワクアワクアワクアワクアワ ス15ス15ス15ス1ス15ス15ス15ス15：30：30：30：30：3030303 ～17～17～17～17～17～1～17～17：00：00：00：0000000000000))))))))))
●●●口笛と口笛と口笛と口笛と口笛口笛と口笛と口笛と口笛と口笛と笛笛 語りの語りの語りの語りの語りの語りの語りの語りのりのりの語り コンサコンサコンサコンサコンコンサンサコンサンサンササン ート2ート2ート2ート2ト2ートートー 00160160160161616160160166(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷美(美郷町公民町公民町公民町公民町公民町公民公民町公町公民民館13館13館13館13館13館1館館1 ：30：30：30：30：30：30： ～15～15～15～15～15～15～15～15～155555：00：00：00：00：00：00：00：0：0 ))))))))
●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙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方方節伝節伝節 承講座承講座承講座承講座承講座承講座講座承講座（中央（中央（中央（中央（中（中央（（中中央（中央中（中（（ 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ふれふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館1い 4：04：04：04：04：044：04 0～10～10～10～0～1～1～1～16：06：06：06：06：066：066：00）0）0）0）0）0）00））

体育の体育の体育の体育の体育の体育のの日日日日日日

●●●くるみくるみくるみくるみくるみるみくるみくるみくるみみの会（のの会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（会のの会 保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保健セ保健セセ保健保 ンターンターンターンターンターンターンターンンタータ 10：10：10：0010：10 00～00～00～00～00～00～00～00～15：15：15：15：15：15：1515：5 00）00）00）00）00）00）00）00）0）00
●●●巡回児巡回児巡回児巡回児巡回巡回児巡回児巡回児巡回児児児児巡 童相談童相談童相談童相談童相談童相談童相談談童相談（仙北（仙北（仙北仙北（仙北（仙（仙 地域振地域振地域振地域振地域域地域振域 興局興局興局興局興局興局興局興局興局興 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前事 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み要込込 ）））））））））
※申※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みは込み 町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉福祉祉福 保健課保健課保健課保健課保健課保保健課保健保健健 福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班祉班班福祉班へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（へ（☎へ（☎へ（☎（ 84-84-84-84-84-84-84-4-4-44-4 490490490490490490490494909 7）7）7）7）7）7）7）7）7）7

●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコクコエコクラフトラフトラフトラフトフトラフラフトラフトラフトラララ 手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸芸講手手芸手芸手芸 座（中座（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ふれれれれれ央ふれああ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館いあい 13：13：13：3：3133 00～00～00～00～00～00～0～～16：16：16：16：616：666 00）00）00）00）00）00）00）000000

●●●一心祭一心祭一心祭一心祭一心祭一心祭一心祭一心祭一心祭心祭祭心祭(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷美郷(美郷(美郷美郷美 中学校中学校中学中学校中学校中学中学中学校中学中中中 9：39：39：39：39：39：39：39：3330～10～10～10～0～1～10～10～15：35：35：35：35：35：35：35：35：33335)5)5)5)5)5)5)5)))▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3▶P333333
●●●第26第26第26第26第26第26第26第26第 回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民謡回民民民民 長者の長者の長者の長者の長者の長者の長者長者長者長者 山全国山全国山全国山全国山全国全国全国全国国国大会大会大会大会大会大会大会大会大大
（北（北（北（北（北（北（北（北北北北（ ふれあふれあふれあふれあふれあれふれあふれあふれあふれあああふれあふ い館・い館・い館・い館・い館・い館・い館・い館いいいい館 北体育北体育北体育北体育北体育北体育北体育育育館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9館9 30～30～30～30～30～30～30～30～～）））））））））▶P3▶P3▶P3P3P3P3▶P3333333

●●●第12第12第12第12第12第12第12第12第1第12回美郷回美郷回美郷回美郷回回美郷回美郷回回回回美郷町中学町中学町中学町中学町中学町中学町中学中学学中学町中学学校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人新 駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競駅伝駅伝駅伝駅伝駅伝競駅駅伝 走大会走大会走大会走大会走大会走大走走大走大走
第９第９第９第９第第第９第第第第 回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷回美回美回美郷町中学町中学町中学町中学町中学中学中学町中学中 校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新人校新校新新校新人新 女子駅女子駅女子駅女子駅女子駅女子女子駅女子女子駅女子駅伝競走伝競走伝競走伝競走伝競走伝競走競伝競走伝競走競 大会大会大会大会大会大会大会
(美(美(美美(美( 郷中学郷中学郷中学中学郷中学中学中学学学校　ス校　ス校　ス校　ス校　ス校　ス校　ス校　ス校　スス校 タートタートタートタートタートタートートタートタートトトト女子1女子1女子1女子1女子1女子1女子1女子1女子子1子1女 0：00：00：00：00：00：00：00　男0　男0　男0　男0 男0　男0　男0　男0 子11子11子11子11子1子1子1子11子1 ：00：00：00：00：00：0000 )))))))▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2888888
●●行政相行政相行政相行政相行政相行政相政行政相行政相相談(公談(公談(公談(公談(公談談(公談(公談(公民館1民館1民館1民館1民館1民館1民館1館民民館館1館館 3：33：33：33：33：333：33：33：3：3333：30～10～10～10～10～0～1～10～1～ 5：35：35：35：35：3：3：330）0）0）0））0）0）0）0）▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2P200000000
●●短期マ短期マ短期マ短期マ短期マ期マ短期マ期期 スタースタースタースタータータータスタースタタ 講座　講座　講座　講座　座講座　講座座講座　座座座 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粉料粉米粉料料料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座講 （北ふ（北ふ（北（北ふ（北ふ（北ふ（北（北ふ（北北 れあいれあいれあいれあいれあいれあいれあいれあれれれれ 館9：館9：館9：館9館館館9：館 30～3030～30～30～30～30～30 13：13：13：13：1313：3：：13：1 00）00）00）00）00）0000）00）00）00
●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷六郷六郷温六郷六郷温郷郷 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっっっ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山た 休館休館休館休館休館休館休館休館休館休館休休 日日日日日日日日日日

●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷美郷美郷郷郷美 町長選挙長選挙長選挙長選挙長選挙長選長選挙長選挙長選挙長選挙長選長選挙挙立候補立候補立候補立候補候補候補立候補立候補候候補補予定者予定者予定者定者定者予定者予定者定者定者者者説明会説明会説明会説明会説明会説明会説明会説明会説明会説明会説明明明
(美(美(美(美(美(美(美((美(美郷町役郷町役郷町役郷町郷町役郷町役郷町郷町役郷町役郷町役役場　第場　第場　第場　第場　第場　第場　第場 第場　第場場場場 ３第４３第４３第４３第４３第４３第４３第４３第４３ 会議室会議室会議室会議室会議会議室会議室議室会議室会会 室10：10：10：10：10：10：10：0：10：00～00～00～00～00～00～00～00～00～00 )))))))
●●●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仙南出仙南出出出張所　張所　張所　張所　張所　張所張所張張張所張 休業日休業日休業日休休業日休業日休業日日休業日日日日日業
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴとぴあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁の雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉泉泉温泉里温泉泉里温泉里温泉里温泉 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

●●●早朝総早朝総早朝総早朝総早朝早朝総早朝総早朝総合健診合健診合健診合健診合健診合健診合健診合健診合健診合 診診追加健追加健追加健追加健追加健追加健追加健追加健追加追加追追加 （検）（検）（検）（検）（検）（検）（検）（検）（検）診（保診（保診（保診（保診（保健セン健セン健セン健セン健セ健セン健セン健健健健 ター6ター6ター6ター6ター6ター6ター6ター6ター6：30：30：30：30：30：30：30：：30～）～）～）～）～～ ▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2444444
●●笹竹祭笹竹祭笹竹祭笹竹祭祭笹竹祭笹竹祭笹竹祭笹 (六郷(六郷(六郷(六郷六郷(六六郷六郷六 高校1高校1高校1高校1高校1高校1高校1校1校1高校 0：00：00：00：00：00：00：000：000 0～10～10～10～10～10～10～0～1～10 444：044：04：04：04：00)0)0)0)0)00)0)
●●お茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っお茶っ茶茶 こサロこサロこサロこサロこサロこサロこサロサこサロサ ン「やン「やン「やン「やン「やン「やン「やン「やどりぎどりぎどりぎどりどりぎどりぎどりぎどりぎどりぎぎど ぎ」(住」(住」(住」(住」(」((住」( 民活動民活動民活動民活動民活動民活動動民活動民活動民活動センタセンタセンタセンタセンセンセンセンター11ー11ー11ー11ー11ーー1 :00:00:0000:00000～15～15～15～15～15555:00:00:00:0000000000:000 ))))))))
●●●おはなおはなおはなおおはなおはなおはなおはなおおはななし「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「し「紙し「し 紙ひこうひこひこうひこうひこうひこうひこうひこううき」（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仙南南仙南仙南 子児童子児童子児童子児童子児童子児児子児子児児児児 クラブクラブクラブクラブクラブクラクラブラブクラブク 14：14：14：4：1414114144 00～00～00～00～00～0～0～00 15：15：1511115：515 00）00）00）00）0）0）0

●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温畑温千畑温千千畑温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泉サンサン・アー・アー・アー・アー・アー・ア・ア・ア ル　休ル　休ル　休ル　休休休休休館日館日館日館日館日館日日日▶P3▶P3▶P▶P3▶P3▶P3▶P333333333
●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困活困生生活困生 困窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者窮者自者者自者自者自者 立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支立支援立支援立 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相回相回回 談談談談談談談談談談
（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れれれれれ央ふれ央ふふ 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い館あいあいあああ 10：10：10：1010：1 00～00～00～0～00～～0～0～12：12：12：12：12：2：2：2：2：00）00）00）00）0000）00）000000）00
●●●金婚を金婚を金婚を金婚を金婚を金婚を金婚を金婚を金婚を婚婚金婚をお祝いお祝いお祝いお祝いお祝いお祝いお祝いお祝いお祝いお祝祝 する会する会する会すする会する会する会するすする （美郷（美郷美郷（美郷郷町公民町公民町公民町公民町町公民町公民町公民公民館11館11館11館11館11館11館11館1館館 ：00：00：00：00：00：： ～）～）～）～～））））

●●●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出郷出郷出出郷出張所・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 張所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休業日休休
●●●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法体法体体法体操体法同好会同同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会同同好会会同好 （保健（保健（保健（保健（保健（保健保（保健健センタセンタセンタセンタンタンタンタセンタンンタター10ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー10：00：00：00：00：00：0：00：00～11～11～11～11～1～11～11～1～1 ：30：30：30：30：30：3030300）））））

●●●３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児歳児３歳歳児健診（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平成２平成２平成平成２平成成成成 ５年３５年３５年３５年３５年３５年３３５年３５年３５年５年３５年 月・４月・４月・４月・４月・４月・月・ 月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生生生ま月 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センセンセンセンセンセンター　ター　ター　ター　ター　ターー　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付付 2：42：42：42：42：4222 5～15～15～15～15～13：03：03：03：0：0：0：03：000）0）0）0）0）0）00）000

あきたあきたあきたあきたあきたあきたあきたあきたたきたあ 家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族ふ家家 ふれあいれあいれあいれあれあいれあいれあれれ サンササンササンササンササンササンササンササンササンササンササササンササ 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デーデ
●●●町民バ町民バ町民バ町民バ町民バ町民バ民バ町民バ町民町民 レーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボレーボール大ール大ール大ール大ール大ール大ール大ール大ル大会(総会(総会(総会(総会(総会(総会(総会(総会(総会 総合体育合体育合体育合体育合体育合体合体育合体育合体育合体育合体育合体育体育体 館リリ館リリ館リリ館リ館リリ館リリリリ館リリ館 オス9オス9オス9オス9オス9ス9：00：00：00：00000：00～)～)～)～)～)～～～～
●●●「坂本「坂本「坂本「坂本「坂本「坂本坂本「坂本本本本東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸」秋の」秋の」秋の」秋の」秋の」秋の」秋の秋 お茶会お茶会お茶お茶会お茶会茶会お茶会茶会茶会茶会茶会（坂本（坂本（坂本（坂本（坂本（坂本（坂本坂本坂本（坂本坂本本坂本東嶽邸東嶽邸東東東東東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東嶽邸東東嶽東嶽邸東 13：13：13：13：13：131 30～30～30～30～30～030～15：15：15：15：15：15：5：15：：30）30）30）30）0）30）0）0）3 ▶P2▶P2▶P2P2P228888888

●●●●●美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フフ美郷フ美美郷フェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェェェェェェ (総合(総合(総合(総合(総合( 合(総合(総合体育館体育館体育館体育館体育館体育体育館体育館体育育体育館育館体体育 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ス・美ス・美ス・美スス・美ス・ス・ス・美ス・ 郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町郷町公町町町 民館9民館9民館9民館9民館9民館9民館民館9館9館9館9館：00：00：00：00：0000：00：0000000～)～)～)～)～)～)～ ▶P8▶P8▶P8▶▶P8
●●●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北北北 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節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講座承 （中央（中（中（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ふれあい館1い館1い館1い館い館1い館1い館1い館1い館1館 4：04：04：04：04：04：04：04：04：04：000000～0～10～10～10～10～0～10～16：06：06：06：06：06：06：006：06：000000）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 者の山者の山者の山者の山者の山者の山の山者の山者の山伝承講伝承講伝承講伝承講伝伝承講伝承講伝承講承講講承講座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座座 ふれあふれあふれあふれあふれあれれあれれ い館1い館い館1い館1い館1い館1い館1い館1館1い館館 3：33：33：33：33：33：33：33：33：33：33：330～10～10～10～10～10～10～10～1～115：35：35：35：35：35：35：35：35：35 30）0）0）0）0）0）0））00

●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細ら細工伝承工伝承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承承伝承講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座（座（講座（講講 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民史歴史民史 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資料資料資資料資 館13館13館13館13館13館13館13館13館1館13館1333館13：30：30：30：30：30：30：30303：3333 ～16～16～16～16～16～16～16～16～16～16：00：00：00：0000：00：0000：0000000000000）））））））
●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご大ご粗大ご大 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戸戸別別別別有料収有料収有料収有料収有料収有料有料収有料有料収料収集日(集日(集日(集日(集日集日(集日(集日((日((受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締受受付締受付受付締受受付締締切日1切日1切日1切日1切日1切日1切切日1切日1切日1日1切日17日)7日)7日)7日)7日)7日)7日)77日)

●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千千千千畑 泉サン泉サン泉サン泉サ泉サン泉サンン・アー・アー・アーアー・アーアール　休ル　休ル　休ル　休ル　休休ル　休休ル　休休館日館日館日館日館日館日館日館日館館日館 ▶P3▶P▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3333333
●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒヒココーヒコ ーサローサローサローサローサロサローサロサロロンてとンてとンてとンてととととンてととて（南て（南て（南南て（南て（て（南てて（て 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ふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館い館い 0：00：00：00：00：00：00：00：00～10～0～10～0～0～～0～10～0～10～100 4：04：04：04：04：04：04：044：04 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るみるみるる の会（の会（の会（の会（の会の会（の会（の会（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セ保 ンターンターンターンターンタータータターンタ 10：10：10：10：110：00～00～00～00～00～0～00～0～00 15：15：15：15：15：15：15：155 00）00）00）00）00）00）00）000）0

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷郷出六郷六郷出郷六 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南仙南仙南出仙仙南 張所　張所　張所　張所　張所張所張所張所張所張張所張張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業業休業業
●●●湯とぴ湯とぴ湯湯と湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴと 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あ雁 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温泉里温里里温温温 休館休館休館休館休館休館休館休館休休館休館休休 日日日日日日日日日日

●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月カ７カ月７カ月７カ月児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診健児健診（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成２８年２８年２８年８年２８年２８年２８年２８８８８年３月生３月生３月生３月生３月生３月生３月生３月生月生月生３ まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれ）れ
（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健 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12：42：42：42：42：42：42：42：42：4445～15～15～15～15～15～15 15～1～～5 3：03：03：03：03：03：03：03： 0）0）0）0）0）0）

●●●●美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フフ美郷フェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェスタェ タ(総合(総合(総合(総合(総合(総( 合合((( 体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館育館体 館育館館館育 リリオリリオリリオリリオリリオリリオリリオリリオリリ ス・美ス・美ス・美ス・美美ス・美ス・美ス・美ス・美ス・美郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公町公町公町公民館9民館9民館9民館9民館9民館9民館9民館民館9民館民民 ：00：00：00：00：00：0000000 ～)～)～)～)～～～)～ ▶P8▶P8▶P8P8P8P

●●●●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郷 泉泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉泉 たか山たか山たか山か山たか山か山たか山山 休館休館休館休館休館休館休館休館日日日日日日日日日日日
●●●献血献血献献献血献血献血献献血▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3P▶ 5555

●●●●４カ月４カ月４カ月カ月４カ月カ月４カ月児健診児健診児健診児健診児健診児健児健診児健児児児健診（平成（平成（平成（平成（平成（平成平成平成成平成平成２８年２８年２８年２８年２８年２８年８年２８年２８年年年年年６月生６月生６月生６月生６月生６月生６月生６月生６月６月６月生月生月月 まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれまれ
（保（保（保（保（保健セン健セン健セン健センセン健センセン健センセセセ ターターターター　ター　ター　受付1受付1受付1受付1受付1受付受付受付受 2：42：42：42：42：42：42：422 45～15～15～15～1～15～1～15～15～ 3：03：03：03：03：03：03：03：03 0）0）0）0）0）0）0）0000
●●●10カ10カ10カ10カ10カ10カ0カ10カ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月月児健児 診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平平（（ 成２７成２７成２７成２７成２成２成２７成成成成 年12年12年12年1212年12年12年112年12年1年1 月生ま月生ま月生ま月生ま生ま生月生ま月生ま月生ままれ）れ）れ）れ）れ）れ）れれ
（保（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ンンター　ター　ター　ターター　ターーターータ 受付1受付1受付1受付1受付1受付受付1受付1付受 2：42：42：42：4：42：2：2：45～15～15～15～15～5～15～15～13：03：03：03：03：0：00：000）0）0）0）0）0）00）0

文化の文化の文化の文化の化のの日日日日日日日日
●●薬樹の薬樹の薬樹の薬樹の薬樹のの森づく森づく森づく森づく森づ森づ森づ森づく森づ森 り活動り活動り活動り活動活動活動活動活動動り活動活 植樹植樹植樹植樹植樹植樹植樹植樹植樹樹樹樹
(住(住(住(住(住住(住民活動民活動民活動民活動活動活動活動民活動活動活民活動センタセンタセンタセンタンタセンタセンタセンタンセセン ー9：ー9：ー9：ー9：ー9：ー9：ー9：ー9：00～00～00～0～00～0～00～0～000～～11：1111：11：111111111 30)30)30)30)30)30)30)33 ▶P3▶P3▶P3▶P3333333

●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷美郷町町読書フ読書フ読書フ読書フ読書フ読書フ読書フ読書フ読書フ書フェスタェスタェスタェスタェスタェスタスタ(学友(学友(学友(学友学友学学学友館10館10館10館10館1館10館10館10111館10：00：00：00：00：00：0：000～15～15～15～15～151115：00：00：00：00：00：00：000：000 )))))))
●●●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おも なし料なし料なし料なし料なし料なし料なし料なし料な 理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッッ理ク キングキングキングキングキングングングキングンググン 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ふれ北ふれ北ふれ北ふれ北ふ あい館あい館あいあいあい館あいあい館あい館あい館9：39：39：39：339： 0～10～10～10～10～10～10 10 3：03：03：03：03：03：0：03：03 0）00）0）0）0）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出六郷出出六郷出出張所・張所張所・張所・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出仙南出仙南出南出仙仙仙 張所張所張所張所張所張張所張所張所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日休業日休業休業業業業業

●●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児児児回 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相談童相談童童童相 （仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（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域振域域域地域振興局興局興局興局興局興局興局興局局局局局局局局 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前 込み要込み要込み要込み要込み要み要みみみ ））））
※申※申※申※申※※申※申※申申込みは込みは込みは込み込みは込みは込みは込みは込みは込みは込 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町町 祉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祉祉 へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎☎84-84-84-84-84-4 490490490490990490907）7）7）7）7

●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工 講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座講講講講 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民史民民史歴史 俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料資資料館13館13館13館13館館13館館13館 ：30：30：3030：33 ～16～16～16～16～16～16～16～16：00：00：00：00：00：00：0000））））

1111111111100000000//////////

10月31日㈪は町県民税３期、国民健康
保険税４期、後期高齢者医療保険料４期
の納期限です。
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