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植物油インキを
使用しています。

広報美郷2月号は

2月1日●
発行予定です
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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コココ ラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトフラフトフフフフフ 手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講芸講手芸講手芸講手芸手手 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れあい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館い館あい館13：13：13：13：13：13：13：1331 00～00～00～00～00～00～00～00～16：16：16：1616：6：：：：：：00）00）00）0000）00000）

●●●●●●●●●消防出消防出消防出消防出消防出消防出消防出消防出防出出防出消 初式（初式（初式（初式（初式（初式（初式初式（式（（総合体総合体総合体総合体総合体体総合総合総合総 育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ館館リ館リ館リ館リリオスリオスリオスリオスリオスリオスリオスリオスオスオ 15：15：15：15：15：15：15：15：1 ：5 00～00～00～00～0000～00～00～00～0000 ）））））））））

●●●●●●●●●●●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おはくおはくおはくおはくおはくおはくおはくおはお なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「「なし「夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふ夢ふ夢ふ夢ふう夢ふううふ せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」せ （学友（学友（学友（学友（学友（学友（学友（学友友館10館10館1館10館10館10館 :30:30:3030000:30～11～11～11～11～11～11～11～111 ：00：00：00：0000000：00）））））））

●●●●●●●●●●●●●美郷美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町オープオープオープオープオープオープオープオープープオープープン卓球ン卓ン卓球ン卓球ン卓球ン卓球ン卓球ン卓球ン卓球卓ン 大会（大会（大会（大会（大会（大会（大会大大大大大大 総合体総合体総合体総合体総合体総合体総合体総合体総総総 体育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ育育 リオスリオスリオスリオスリオスオスリオオスリリオリオ ９：０９：０９：０９：０９：０９９：００００００～）０～）０～）０～）０～）０～）０～）０～））

成人の成人の成人の成人の成人の成人の人の人人 日日日日日日日日
●●●●●●●●新春書新春書新春書新春書新春書新春書新春書春書新春書新 き初めき初めき初めき初めき初めき初めき初めき初めき初めき初ききき初め大会（大会（大会（大会（大会（大会大会大大大大 南ふれ南ふれ南ふれ南ふれ南ふれふれ南ふれふ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館あい館9：09：09：09：09：09：9：9 0～）0～）0～）0～）0～）0～0～0～0
●●●●●●●●新春囲新春囲新春囲新春新春囲新春囲新春囲新春囲新春新春春春新春囲碁将棋碁将棋碁将棋碁将棋碁将棋碁将棋碁将棋碁将棋碁将碁将碁将棋棋将将棋将将 大会（大大大会大会（大大会（大大大会（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れあいれあいれあいれあいれあいれあいいれあいれあい館9館9：館9：館9：館9：館館9館 30～30～30～30～30～30～30～））））））

元旦元旦元旦元旦元旦元旦

●●●●●●●●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 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所張所張所張張張張 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仙南出仙南 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日休業日日
●●●●●●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯湯湯湯とぴ湯 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁ののあ雁のの雁の雁雁 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里里 休館休館休館休館休館休館館館日日日日日

●●●●●●●●●六郷温六郷六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温郷温温泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あ泉あっ泉あったか山たか山たか山たか山たか山たか山か山か山たか山山山山山たか山 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

あきたあきたあきたあきたあきたた家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家 ふ族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サンササンササンササンサンササンサンササンササンササン ンデーンデーンデーンデーンデーンンデーンデーン

●●●●●●●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒーヒココ ーサローサローサロサローサローサローサローサローサロロロンてとンてとンてとンてとンてとンてとンてとンてとてとン 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れあふれああああふれ い館1い館1い館1い館1い館1い館館1館い館1館 0:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00000 0～10～10～10～10～10～10～1～10～10～10 4:04:04:04:04:04:04:004:00）0）0）0）0））
●●●●●●●●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみるみるみるみみの会（の会（の会（の会（の会（の会（の会（会会会（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セ保健セ保健セ健セ保保保保 ンターンターンターンターーンターーー10：10：10：10：10：0：：：：00～00～00～00～00～0000～00～00～000 15：15：15：15：15：15：15：5：55 00）00）00）0000）00）00）00000000）000 ）
●●●●●●●●献血献血献血献血献血献血献血献血献献血血血献血▶P3▶P3▶P▶P3P3P333111111

●●●●●●●●●●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温温千畑千畑千畑畑 泉サン泉サン泉サン泉サンサン泉サン泉サササ ・アー・アー・アー・アー・ア・アー・アール　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ルル　休ル　休休休館日館日館日館日館日館日館日館日日館
●●●●●●●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活生活困生活困困困窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自者 立支援立支援立支援立支援支援立支援立支援立支援巡回相巡回相巡回相巡回巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相相談（中談（中談（中談（中談（中談（中談（中談談（談 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふ央ふれ央ふれれあい館あい館あい館あい館あい館館あい館あい館館10:10:10:10:10:10:0:0 00～00～00～00～00～00～00～00～00 12:12:12:12:2:2:12:12:12:2:00）00）00）00）00）00）00）00）00）00 ）
●●●●●●●●●10カ10カ10カ10カ10カ10カ10カ10カカカカカ10カ0 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月児児健健診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診診（平成28成28成28成28成28成28成288年3月年3月年3月年3月年3月年3月年3月年3月月年 月生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生生まれ））））））））
（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センンンター　ター　ターター　ター　タータタータタ 受付1受付1受付1受付1受付受付受受受受 2:42:42:42:2:42:42:42:42:45～15～15～15～15～5～15～15～5 3：03：03：03：03：03：03：03：0：00）0）0））0）0）0）0）0

●●●●●●●●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなおはななななな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会「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「しゃゃ「しゃ「しゃゃゃゃゃぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだぼんだだま」（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ふ北ふれ北ふれ北ふれふ北ふれ北ふれあい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館いあい館い館館10：10：10：010：：00～00～00～00～00～00～00～00～11：11：11：11：11：11：：1 00）00）00）00）0000）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北仙北 方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節 承講座承講座承講座承講座講承講座承講座承講座承講座承講座承講座承 座承 （中（中央（中央（中央（中央（中央（中央中央中（ ふれあふれあふれふれふふれあふれあふれあふれ い館1い館1い館1い館1い館1い館1館い館い館1い館1い 4：04：04：04：04：00：04：000～10～10～10～10～～10～10～10 6：06：06：06：06：066：06：06：00）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謡長謡長長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の山者者 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講伝承講伝承講座（北座（北座（北座座（北座（北座座座 ふれあふれあふれあふれあふれあふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館館い館 3：33：33：33：33：33：33：3：33：33 0～10～10～10～10～10～10～0～00～15：35：35：35：35555：30）0）0）0）0）0）0）00
●●●●●●●●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もておも 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し料なし料なし料なし料し料理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クックッ理理理理 キングキングキングキングキングキングキングキングングキング講座（講座（講座（講座（講座（講講 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ふれ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あい館館9:39:39:39:39:39:39:39:39:330～10～10～10～10～10～0～10～0～1～ 3:03:03:03:03:03:03:003:00）0）0）0）0）0000）

●●●●●●●●●●●●●３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳３歳児３３３ 健診（健診（健診（健診（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平成平成平成 5年65年65年65年65年65年65年65年6月～7月～7月～7月～7月～7月～7月～7月～7月～7月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま生ま月生ま月生生生生 れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）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セ健セ 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受付付受付12:42:42:42:442:44442 5～15～15～15～15～5～15～155 113：03：03：03：03：03：003：033333 0）0）0）0）0）0000

●●●●●●●●●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 張所・張所・張所・張所張所・張所張所張張所張所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙 張所張所張所張所張所張所張所張所張所張所所所張所張 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操体法操体法法同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会好同好会（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ン ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー101ー10ー100ー100000:00:00:00:00:00:00:00:0000:: ～11～11～11～11～11～～～ :30:30:30:30））））

●●●●●●こころこころこころここここころこころここ といのといのといのといのといののといのちを考ちを考ちを考ちを考ちを考ちを考ちを考考えるつえるつえるつえるつえるつえるつえるつつつどいどいどいどいどいどいどいどいどいどいど
（住（住（住（住（住（（住民活動民活動民活動民活動民活動民民活動動動センタセンタセンタセンタセセンタセンセ ー13ー13ー13ー13ー13ー13ー13ー13ー 3:30:30:30:3030::3 ～15～15～15～15～15～15～15～～ 5：30：30：30：30：3030：3033 ））））））））▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P22▶▶▶ 33333333
●●●●●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細ら細らら 工伝承工伝工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承承工伝承講座（講座（講座（講座（講座講座（講座（座座 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民史歴史民歴史民歴史民俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料資料料俗 館13館13館13館13館13館13館13館13館13館 ：30：30：30：30：30：30：30：：303 ～16～16～16～16～～～1616：00：00：00：00000：0：00 ））））））））

●●●●●●●２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６歳２歳 カ月児カ月児カ月児カ月児カカ月児カ月児カ月児カ月児カカ月児児カ 健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診診（健健健 平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2成平成26年56年56年56年56年56年56年56年6年 月～6月～6月～月月～月～6月～～6月～6月月月～ 月生ま月生ま月生ま月生ま月生月生月生ま月生 れ）れ）れ）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セセンター　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付受付受付1付付受付受 2:42:42:42:42:42:42:42:422:445～15～15～15～15～15～15～15～～ 3：03：03：03：03：033 03：00）0）0）0）））））0）
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町のカレンダー月 1/1●～2/5●日 日1

1月31日㈫は国民健康保険税７期、後期
高齢者医療保険料７期の納期限です。

　12月29日から1月３日まで美郷
町役場、六郷・仙南出張所、保健セ
ンターなどの各施設が休業します。
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