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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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●●●３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児３歳児歳児歳 健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（診（健診診 平成２平成２平成２平成２成２平成２平成２平成２平平平成 ６年３６年３６年３６年３６年３６年３６年６年３３月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま生ま月生ま月生ま月月生ま生ま生まれ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れれれれ
（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健セン健セ ター　ター　ターターター　タータター　ターー 受付1受付1受付1受付1受付1受付受付11受付1受 2：42：42：42：42：42：442：4444445～15～15～15～155～5～15～15～15～115 3：03：03：03：03：03：0：03：03：03：00）0）0）0）0）0）0）0）0）00

●●●くるみくるみくるみくるみくるみくるくるみくるみるみみみるみの会（の会（の会（の会（の会（の会（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セ保健セ保 ンターンターンターンタタータータータータ 10：10：10：10：10：0：10：00～00～00～00～00～00～00～00～0～15：15：15：5：5：15：55：15：555 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郷 張所・張所・張所・張所・所・所・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 休業日休業日休業日休業日休業日休業日業休業休業日休業日休業日業休業

●●●●タイ王タイ王タイ王タイ王タイ王タイ王タイ王タイ王王タイ王王国文化国文化国文化国文化国文化国文化国文化文化文化文化化文化文化国 展(美展(美展(美展(美展(美展(美展(美展(美展 郷町学郷町学郷町学郷町学郷町学郷町学町郷町学郷町学郷町学町学町学町学町学町学友館～友館～友館～友館～友館～友館～友館～友友館～友館～10/10/10/10/10/10/10/0/10///31)31)31)31)31)31)31)3

●●●●一心祭一心祭一心祭一心祭一心一心祭一心祭一心祭一心祭祭(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷(美郷美郷(美郷郷(美郷美美 中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学校中学 9：39：39：39：39：39：39：39：39：33330～)0～)0～)0～)0～0～)0～)0～)0～))▶P▶P▶P▶P▶P▶P2929292992
●●●スコッスコッスコッスコッスコッスコッスコッスコッスコッコココ プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味三味プ三味三味プ三プ 線講座線講座線講座線講座線講座線講座線講座講座講座講座講 （中央（中央（中（中央（中央中央（中（中 ふれあふれあふれあふれあふれあれあふれあれあふれあれふれあい館9い館9い館9い館9い館9い館9い館9い館9いいい 9い ：30：30：30：3030：3：3：33 ～11～11～1～1～11～11～11：30：30：30：30：30：300））））））））

●●●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トラフフフフ 手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講芸芸講手芸講講座（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ふれ央ふれれふれ央 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 00～00～00～00～00～00～00～00～17：17：17：1717：7：：：：：：00）00）00）000000）000）

●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷荷荷荷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節節 承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座承承承 （中央（中央（中央（中央中央央中央（中央中央央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れあれあれれふれあい館い館い館い館い館1い館1い館1い館1いい館い 4：04：04：04：0：0：4 0～10～10～10～0～10～10～～ 6：06：06：06：0：06：06：06：：000）0）0）0）0）0）0）0）））0
●●●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う夢ふう夢ふ夢ふ夢ふうふ せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」(学友(学友(学友(学友(学友(学友(学友友(学友友館10館10館10館10館10館1館 ：30：30：3030000：30～11～11～11～11～11～11～11～111 ：00：00：000000：0000：00））））））））
●●●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しの会しの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「しゃ「しゃ「しゃし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んだぼんだま」（ま」（ま」（ま」（ま」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北ふれふれあい館あい館あい館あい館い館あい館あい館あい館館館10：10：10：10：10：：：00～00～00～00～00～0～00～0 11：11：11：11：11：11：11：11：00）00）00）00）0））00）00）

体育の体育の体育の体育の育の体育の体育 日日日日日日

●●●第１３第１３第１３第１３第１３第１３第１３第１３第第第 回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷回美郷美郷回美郷美郷郷回 町中学町中学町中学町中学町中学町中学町中学町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校新人新 駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競競競競競競競競走大会走大会走大会走大会走大会走大会走大会走大会走大会走大会会
第１第１第１第１第１第第第１第 ０回美０回美０回美０回美０回美０回美０回美０回美０回美郷町中郷町中郷町中郷町中郷町中郷町郷郷町中郷 中学校新学校新学校新学校新学校新校新学校新学校新学校新学校校校校 人女子人女子人女子人女子人女子人女子人女子人女子人 駅伝競駅伝競駅伝競駅伝競伝競駅伝競駅伝競伝競伝競伝競走大会走大会走大会走大会走大会走大会走大会走大会会大
(美(美(美(美(美(美(美(美(美郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中学郷中郷中郷中学郷郷中学郷郷郷 校　ス校　ス校　校　ス校　ス校　スス校　スススタートタートタートタートタートタートタートタート 女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女 10：10：10：10：10：10：10：110：0000 00000000　000000000　00　0 男子1男子1男子1男子1男子1男子1男子1子111：01：01：01：01：01：0111：00)0)0000)0)0000)▶P▶P▶P▶P▶PPPP25252525252525
六郷六郷六郷六郷六郷六郷六郷六郷六六郷温泉あ温泉あ温泉あ温泉あ温泉温温泉あ温泉泉泉温泉あったかったかったかったかたかたかたかったかかったかた 山　休山　休山　休山　休山　休山　休山　休山　休山　休山　山　休山　 館日館日館日館日館日館日館日館日館日館館日
●●行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政行行 談（美談（美談（美美談（美談（談談談 郷町役郷町役郷町役郷町役郷町役役役役郷町役郷町役役役郷町役場場13場13場13場13場13場13場13場1313場場1場 ：30：3030：30：30：30：30303 ～1515～15～15～15～15～15：30：30：30：3030330：303 ）））））

●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯湯とぴと湯湯湯湯 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のあ雁のあ雁あ の里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉泉里温泉里温泉里温 休館休館休館休館休館休館休館休館休館館館館館館館日日日日日日
●●●六郷出六郷出六郷出六六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六六 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・・張所張所所張張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙仙南出仙南出南出仙南出仙南出仙仙 張所　張所　張所　張所　張張所　張所張所　張所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業休業日日

●●●●1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６1歳歳1歳６1歳111 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月カ月 健診健診（健診（健診（健診（健診（健診健診 平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２８年３８年３８年３８年３８年３８年３８年３８年３３月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま生ま生 れ）れ）れ）れ）れ）れれれれ
（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健センター　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受付付付付 2：42：42：42：42：4442 45～15～15～5～5～15～15～15～ 3：03：03：03：03：03：003：03：0333 0）0）0）0）0）））））

あきたあきたあきたあきたあきたきききき 家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族族ふ族家族ふ家族ふ家 れあい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サンササンササンササンサンデーンデーデーンデーンデーンデンデンデン
●●20120120120120120 7秋田7秋田7秋田7秋田7秋田7秋田7秋田田7秋田田秋 県マー県マー県マー県マー県マー県マーマー県マーー県 チングチングチングチングチンググチングチングチチングン バンドバンドバンドババンドバンドバンドバンドババ プレミプレミプレミプレミレミレミレミプレミミア交ア交ア交流ア交流ア交流ア交流交流流ア交 会コン会コン会コン会コン会コン会会コ会コン会会コ サートサートサートートサートトトサー
(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館リリ館リリ館リリ館リリ館館リリ館リリ館リリ館リリオス1オス1オス1オス1オス1オス1オス1ス1オス1オス114：04：04：04：04：04：04：04：04：0：0：00～10～10～10～0～10～0～0～000 6：06：06：06：06：06：6：00)0)0)00)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ヒーヒココ ーサローサローサローサローサローサローサローサロローサロサロサロサロンてとンてとンてとンてとてとンてとンてとンてととン 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あふれあれあふれあれああああい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館い館 0：00：00：00：00：00：00：00：000：00：000：00 0～10～10～10～10～10～10～11～0～10 4：04：04：04：04：004 0）0）0）00）0）0）
●●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみるみくるみるる の会（の会（の会（の会（の会（の会（会（会（会会（の会（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保保 セ保 ンターンターンターンターンターーーー10：10：10：10：10：：：：0：00～00～00～00～000000～00～000～00～15：15：15：15：5：515：15：55 00）00）00）0000）00）00）000000）000）0

●●●●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
●●●操体法操体法操体法操体法操体法体法操操体法操体法体法体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 （保健（保健（保健（保健保健保健（保健（保 セン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タター10ー10ー10ー10ー10ー10ーー1010：00：00：000：00000 ～11～11～11～1～～1～1～11～111 ：30：30：30：3030：： ））））））））
●●●生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困生活困活困活活活活困生活 窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮窮者自窮窮者自自窮者 立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支立支援援巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相巡回相回相巡回相回相巡回相談談談談談談談談談
（中（中（中（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央ふれふれれれあい館あい館あい館い館あい館あい館あい館ああい館あい館あい館10：10：10：100 00～00～00～00～0～～0～0～～12：12：12：12：22：12：12：00）00）00）00）00）00）0）0））

●●●美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ美郷カ郷美 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レ (宿泊(宿泊(宿泊宿泊(宿泊宿泊宿泊宿泊宿宿泊宿宿 交流館交流館交流館交流館交流交流交流館交流館流館流交交交交流交 ワクアワクアワクアワクアワクアワクアアワクアク ス14ス14ス14ス14ス1414ス1414141 ：00：00：00：0000：0000：00～15～15～15～15～15～1～1～151 ：30：30：30：3030030：30：303 )))))))
●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはなはなし「紙しし「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙しし「紙しし 紙ひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこ 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仙 子児童子児童子児童子児童子児童児童童童童クラブクラブクラブクラブクラブクラブクラブラブクラブクラ 14：14：14：14：1114：44 00～00～00～00～00～00～00～00～0 15：15：15：5：5：5：5：15 00）00）00）000000）00）000000）

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出張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所張所所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南仙南南仙南出仙南 張所　張所　張所　張所　張所所所張所張所　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業日日業日業日日日

●●●フラダフラダフラダフラダフラダフラダフラダフララダンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンンス講ス講座（中座（中座（中座（中座（中央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれふれふふふふ央ふれふふ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い館9：39：39：39：39：3：39：3：：3330～10～10～10～10～10～10～1～～1～11：31：31：31：31：3：3：31：300）0）0）0））0

●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗粗 み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別戸別戸戸 有料収有料収有料収有料収有料収有料収料収料収料 集日(集日(集日集日(集日(集日(集日(集日(集日(受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締付受付締付締切日1切日1切日1切日1切日1切日1切日1日切日1日日日日日 6日)6日)6日)6日)6日)6日)6日日)日)日)6日)日)日)
●●●わら細わら細わら細わら細わら細わら細わら細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承承承講座（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歴史民歴歴史歴史民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料俗 館13館13館13館13館13館13館13館 ：30：30：30：30：30：30：30：303：3 ～16～16～16～16～16～16～16～16616：00：00：00000000 ））））））））

●●●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 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理講座講座講座座座座（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ北ふ北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あいあい館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館99館9館9館 30～30～30～30～3030～30～30～30～030～13：13：13：13：13：13：31313：13：13333：00）00）00）0000）00）00）00）

●●六郷温六郷温六郷温六郷温郷温郷温郷温郷温六郷温温泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっあっあっ泉あったか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山山たか山 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日

●●●●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・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出仙南出出出張所　張所張所　張所　張所　張所　張所張所張所所張所張所張所 休業日休業休業日休業日休業日休業業日休業業
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯湯湯湯 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁の雁の雁雁の雁のあ雁の里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温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館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郷町町町芸術文芸術文芸術文芸術文芸術文芸術文芸術文芸術文芸術 化協会化協会化協会化協会化協会化協会化協会協会芸能発芸能発芸能発芸能発芸能発芸能発芸能発芸能発芸能発発発発発能 表会表会表会表会表会表会表会表会表会表
(美(美(美(美(美(美(美(美美郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷町公郷郷町郷町町 民館1民館1民館1民館1民館1館1民館 0：00：00：0：00：00：00：00：00：000～0～10～10～10～10～0～0～ 5：05：05：05：0：05：05：005：5 0)0)0)0)0000

●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷北仙北北仙北北荷方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節伝節伝節伝節伝方 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座承承講座承承 （中央（中央（中央（中央（中央（中央央央（中央央中央央ふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれふれ い館1い館1い館1い館1い館い館い館1い館い館い 4：04：04：04：044：04：0000～10～10～10～10～10～0～10 16：06：06：6：06：06：06：：6：：：：：：：：： 0）0）0）0）0）0）0）0）0）

文化文化の文化の文化の日日日日

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷六郷出張所・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仙南仙南出仙仙 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休業日休業日休業日休業日休業休休休休業
●●●献血献血献血献血献血献血献血献血献献血献 ▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3▶P3P 111

●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月カ月４カ月カ月月カ月月月児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健児健診（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平（平成平成２９年２９年２９年２９年９年２９年６月生６月生６月生６月生月生月生月生生６月 まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれまれまれまま
（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ンンター　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1受付1受付1受付1受付1受付1付1受受受 2：42：42：42：42：42：42：4444445～15～15～15～15～5～15～5～13：03：03：03：03：03：03：003：00）0）0）0）0）0）0）0））

●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ 児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診健診児健診（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成２９年２９年２９年２９年２９年年２９年年年年年年３月生３月生３月生３月生３月生３月生３月生３月生３月生月３月 まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）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セ健セン健センセ健センセ ター　ター　ター　ター　タータターーター 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付1付付 2：42：42：42：42：42：42：42：4：45～15～15～15～1～5～5～5～15～ 3：03：03：03：03333：033 0）0）0）0）000）
●●●10カ10カ10カ10カ10カ10カ10カカ10 月児健月児健月児健月児健月児健児健月児健月児健月児健健健月 診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平（平平平成２８成２８成２８成２８成２８成２８成２８成２８成２８２成成成２８成 年12年12年12年12年12年12年12年122年12年11 月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生月 まれ）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セン健セン健 ター　ターター　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

111111111100000000/////////

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。

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。

●●●●●巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡巡回児回児回回 童童童相童相談童童相談童相談童相談談（仙北（仙北（仙北（仙北仙北仙北（仙北北地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域振地域振振地 興局興局興局興局局興局興局興局興局興局興局局 事前申事前申事前申事前申事前申事前事前申事前申事 申込み要込み要込み要込み要込み要込み要込み要込込 ））））
※※※※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込込 町福祉町福祉町福祉町福祉福祉福祉町福祉福 保健課保健課保健課保健課保健課保健課保健課健課保健課課課課健 福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班福祉班班福祉福祉福 へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎84-84-84-84-84-84-84-84-4904904904904904904904907）7）7）7）77）
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