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植物油インキを
使用しています。
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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郷出郷郷 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仙南出仙南出仙南出出南南仙南出南 張所張所張所張所張所張所張所張所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日業日日業業業日

●●●●●●●●●●わくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわくわくく くおはくおはくおはくおはくおはくおはくおはおはおはく なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「な 夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢夢ふう夢夢夢 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(学友館10館10館10館10館10館10館10館10館10館 ：30：30：30：30：30：30：30：3： 0～11～11～11～11～11～11～1～11～111：00：00：00：00：00：00：00：0000000 ））））））））
●●●●●●●●●第1回第1回第1回第1回第1回第1回第1回回回第1回回魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗旗争奪少争奪少争奪少争奪少争奪少年フッ年フッ年フッ年フッ年フッ年フッフッフッ年フッフ年 ッットサルトサルトサルトサルトサルトサルサルサルルル大会大会大会大会大会大会大会大会大大会会
(総(総(総(総(総(総(総(総合体育合体育合体育合体育合体育体育合体育体体 館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館館リ館リ館リ オス、オス、オス、オス、ス 南体育南体育南体育南体育南体育南体育体育南体育南体育体体育体 館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館 宿館、宿泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊泊交流泊泊 館ワク館ワク館ワク館ワク館ワク館ワク館ワク館ワ館ワクワク館ワク館 アス9アス9アス9アス9アス9アス9アス9アアアス：00：00：00：00000000000： ～)～)～)～～～)～)～)～

●●●●●●●●●第1回第1回第1回第1回第1回第1回第1回第1回回第 魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗魁星旗星旗魁 旗争奪少争奪少争奪少争奪少争争奪少争争奪奪 年フッ年フッ年フッ年フッ年フ年年フ年フ年フットサルトサルトサルトサルトサルトサルサルトサルサルルルサ 大会大会大会大会大会大会大会大会大大会大
(総(総(総(総総(総(総総総総合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育合体育合合 育合 館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリ館リリリリリリ館館 オス、オス、オス、オス、オス、スオ 南体育南体育南体育南体南体育南体育南体育南体育育育館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館、宿館 宿、宿、宿泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流泊交流交流交流流流館ワク館ワク館ワク館ワクワク館ワク館ワク館ワ館ワク館ワクアス9アス9アス9アス9アス9アス9アス9アスアアアアアア ：00：00：00：0000000000： 00～)～)～)～)～)～)～)～～

●●●●●●●●●町民ス町民ス町民ス町民ス町民町民町民ス町民ス民 キー大キー大キー大キー大キー大キー大キー大キーキキキ 会(後会(後会(後会(後会(後会(後会(後後会 三年ス三年ス三年ス三年ス三年三年三年ス三年ス三年ス三 キー場キー場キー場キー場キー場キー場キキー場ー場場場 8：888：8：8：88 45～45～45～45～45～～45～45～45～)))))))))

●●●●●●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクエコエコ 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ト手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講芸講手手手芸 座（中座（中座（中座（中座（中座（中（中座（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央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふ 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あい館あい館館13：13131313：13：13：13：13：00～00～00～00～00～00～00～000～～16：16：1616：16：16：16：16：161 00）00）00）00）0000）00）000000

●●●●●●●●所得税所得税所得税所得税所得税所得税所得税所得税税所得税税所得税・町県・町県・町県・町県・町県・町県・町県・町県町・町県町 民税申民税申民税申民税申民税申民税申税申民税申税申税 告相談告相談告相談告相談告相談告相談告相談告相談告相告告告告告 （～３（～３（～３（～３（～３（～３（～３（～（～３（～３（（（（～ 月15月15月15月1515月15月15月15月1月月月 5日）日）日）日）日）日）日）日日日）
●●●●●●●●●●県展　県展　県展県展　県展　県展　展県展県展 第14第14第14第1414第14第14第14第141第 4444回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙北回仙仙北回仙北回仙北回回回回 地域展地域展地域展地域展地域展地域展地域展地域展地域展展地 (学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友友友(学友学友(学 館～3館～3館～3館～3館～3館～3館～3館館館館館 月5日月5日月5日月5日月5日月5日5日月5日5日月 ))))))))▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2211111
●●●●●●●●●●●●くるみくるみくるみるみくるみくるみくるみくるみみの会（の会（の会（の会（の会（の会（の会の会（会（会（会（（会（の 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 ンターンターンターンターンターンターンタータータータターン 10：10：10：10：10：110101111 00～00～00～00～00～0～00～00～00～15：15：15：15：15：15：15：51555 00）00）00）00）00）00）00）00

●●●●●●●●六郷温六郷温六郷温六郷六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温郷 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泉 たか山たか山たか山たか山たか山かたか山たた 休休館休館休館休館休館休館館日日日日日日日日日

●●●●●●●●●１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６１歳６カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児児児月児児児健診（健診（健診（健診（健診健診（健診（健診（診 平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平成2平 2227年７7年７7年７7年７7年７7年７7年７7年７7年７年年７月１日月１日月１日月１日月１日１日月１日月１日月１日１日～１７～１７～１７～１７～１７～１７～１７～１７～１７７日生ま日生ま日生ま日生ま日生ま生ま日生ま日生ま日生ま日日日 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健セン健セン健センセンン健セセセンタータタタター　ター　タターター　タタータ 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付受付 2：42：42：42：42：42：2：2：2 45～15～15～15～15～5～5～5～ 3：03：03：03：03：03：033：03：0：03 0）0）0）0）00）00））

建国記建国記建国記建国記建国記建国記建国記建国記記記念の日念の日念の日念の日念の念の日の日念
●●●●●●●●●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おはおはお しの会しの会しの会しの会しの会しの会しの会「しゃ「しゃ「しゃ「しゃし「しゃ「しゃ「しゃしゃしし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ぼんぼんぼんぼんぼ ま」ま」ま」ま」ま」ま」ま」ままま」（北ふ（北（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北北 れあいれあいれあいれあいれあいれあれれあれあれあれあ 館10館10館10館10館10館1館1館11：00：00：0000：000000 ～11～11～11～11～11～111111：00：00：00：000000：000：00： ）））））））
●●●●●●●●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北荷仙 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方 承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講講承講座（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央中央（中中（（中 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館1い館1い館館 4：04：04：04：04：04：04：04 0～10～10～1～1～～10～1～1116：06：06：06：0006：006：06：0006：000）0）0）0）0）0）0）0）0000）0
●●●●●●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民 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山の山伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講承講伝承講伝承講承講承承 座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北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ふふ 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 3：33：33：33：33：33：33：3330～10～10～10～10～10～0～0～0 5：35：35：35：335：5：5：： 0）0）0）0）0000）0
●●●●●●●●おもておもておもておもておもててもおもてておもて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料理クッ理クッ理クッ理クッ理クッ理クックックッ理クッ理クッッキングキングキングキングキングキングキングキングキングキングキンキン 講座講座講座講講講座講座講座講座講座（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ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あいれあいあいいい館9館9：館9：館9：館9：館9：9：館9：9：30～30～30～30～30～330303 13：13：13：13：3331300）00）00）00）00）00）000000

●●●●●●●●献血献血献血献血献血献血献血献血献血献血血血献 ▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P22777777777
●●●●●●●●●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回児児巡回児童相談童相談童相談童相談童相談相談童相談相談童相談談童相談談（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙北（仙仙北仙 地域振地域振地域振地域振地域振振地域振振振興局興局興局興局興局興局興興局興局 事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申事前申申事事事事 込み要込み要込み要込み要込み要込み込み要込み要込み要込み要み要要））））））））））））
※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込み込み込みは込みは町福祉町福祉町福町町福町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉福町 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保 福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班祉班福祉班祉班祉 へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎☎へへ（☎84-84-84-84-84-84-84488 49049049049049049049049490499 7）7）7）7）7）7）7）7）

●●●●●●●●●●●●２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳 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カカ 歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健科歯科健診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平（平（平平平平成26成26成26成26成26成26成2626成22 年７月年７月年７月年７月年７月７月７月７月～8月～8月～8月～8月～8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れ）））））））））
（保（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セ健セン健セン健セ健セン健センター　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1受付1付受付12：42：42：42：42：42：42：422：42：445～15～15～15～5～15～155～15～1～ 3：03：03：03：03：033 00）0）0）0）0）0）0）0）
●●●●●●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細わわ 工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝伝承承講座（講座（講座（講座（講座（講座講講 歴史民歴史民歴史民歴史民史民史民民歴史民史民俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資俗資料俗資料俗資料俗 料館13館13館13館13館13館131館13館13：30：30：30：30：30：3033 ～16～16～16～1～16～16～16：00：00：00：00：00：000：0000））））

●●●●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出郷六郷出出出出張所・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南出出南出南出南 張所張所張所張所張所張所張所張所張所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日日日日休業日
●●●●●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴと湯とぴあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁のあ雁のあ雁のの里温泉里温泉里温泉里温泉里温里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温泉里 休館休館休館休館休館休館休館日日日日日日日

●●●●●●●●●竹うち竹うち竹うち竹うち竹うち竹うち竹うち竹うちうち(秋田(秋田(秋田(秋田秋田((( 諏訪宮諏訪宮諏訪宮諏訪宮諏訪宮諏訪宮宮諏訪宮宮諏 前カマ前カマ前カマ前前カマ前カマ前カマ前カマ前カマカママママクラ畑クラ畑クラ畑クラ畑クラ畑クラ畑クラ畑クラ畑クラ畑クラ畑ク 20：20：20：20：22220：2 00～00～00～00～00～0 )))))
●●●●●●●●●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 ーサローサローサローサローサローサローサローサロサ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ンン て（南て（南て（南て（南て（南て（南南て（南て（南て（南て（南南南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れあれあい館1い館1い館1い館1館1い館いい館い 10：00：00：00：00：：：：0：00～10～10～10～10～100～14：04：04：04：04：04：04：0000）0）0）00
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町のカレンダー月 2/1●～3/5●水 日2

2月28日（火）は後期高齢者医療保険料
８期の納期限です。

六郷のカマクラ▶P2
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