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12月1日●
発行予定です
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広報
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。

町のカレンダー月 11/1●～12/5●水 火11 町町町 ダカカカののの ンンレレ ーンダダ
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文化の文化の文化の文化の文化の化の文化の日日日日日日
●●●美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷フ美郷美郷美美 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スタ（総合（総合（総合（総合（総合総合（総合合総 体育館体育館体育館体育館体育館育館体育館体育館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オリリオリリオオリリオス、美ス、美ス、美ス、美ス、美ス、美ス、美美ス、美ス 美美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公郷町公町 民館8民館8民館8民館8民館8民館8民館8民館8民館館88：30：30：30：30：30：30：3：3033 ～）～）～）～））

●●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみる の会（の会（の会（の会（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健セ保保保保 ンターンターンターンターンターンターンターンターンターンタタ 10：10：10：10：10：10：10：10101 00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～15：15：15：15：15：1515：15：00）00）00）0000）0）000000000

●●●わくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわくわくわわくおはくおはくおはくおはくおはくおはおはくおはははなし「なし「なし「なし「なし「し「なし「なし「夢ふう夢ふう夢ふう夢ふふうふうふううううふ せん」せん」せん」せん」せん」せん」せん」」んせ （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館館10館館 ：30：30：30：30：30：30030：30～11～11～11～11～11～11～1～11～1～11 ：00：00：00：00：00：00：00：00：0：0000： ）））））

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷郷郷郷 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所所張所張張張張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出南仙南出南 張所張所張所張所所張所張所張 休業日休業日休業日休業日休業日業業休業日休業日業休業日

●●●●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六六 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ああ たか山たか山たか山たか山たか山たかたかたかたかたか山たか 休館休館休館休館休館休館休館休館休館館日日日日日日日日日
●●●行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政相行政行政相政政政 談（中談（中談（中談（中談（中談（中談（中（中（中談（談 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ふ あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館館あい 10：10：10：10：10：0：10：0：0：1 00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～0～0 12：12：12：12：12：12：212：2 00）00）00）00）00）00）00

●●●２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２歳６２ カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児月児カ月児カ月月月月月 歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科健歯科歯科健診（平診（平診（平診（平診（平平平平成27成27成27成27成2成27成2成27成2成成 年３月年３月年３月年３月年３月年３月年３月年３月３月年３月～４月～４月～４月～４月～４月～４月～４月～４月生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれれ生まれ生 れれれれれ）））））））
（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ン健セン健セン健センンン健 ター　ター　ター　ターター　ターターター　タータタタタ 受付1受付1受付1受付1受付1111受 2：42：42：42：42：442：42：42 5～15～15～15～15～5～15～15～13：03：03：03：03：03：3：3：3 0）0）0）0））））））0）

●●●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歳児歳児健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診診診診健診 平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２成平成２平成平平 ６年４６年４６年４６年４６年４６年４６年４年年６ 月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生ま月生月生まま生生生 れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れれ））
（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健セン健セン健健 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受受付1受 2：42：42：42：4444442：4：42：442：4555～5～15～15～1555～13：03：03：03：03：03：03：00）0）0）0）0）0）0）00）））
●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコクエコクコクエコクエコクエコクエココ 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フフフフラ 手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講座（中座（中座（座（中座（中座（中座（中座（中座（ 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれふれ央ふれ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あい館あ 14：14：14：14：14：4：14：14：1444 00～00～00～00～00～00～00～00～00 16：16：16：16：161616：16：16：166 00）00）00）00000000）000

●●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ーサローサロサロサロサ ンてとンてとンてとンてとンてとンてとンてとてとてンてとて（南て（南て（南て（南て（南て（南て（南て（南（て（南て ふれあふれあふれあふれあふれふれふふれふれあい館い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館1い館10：00：00：00：0：00：00：00 0～10～10～10～10～1～～～0 14：04：04：04：04：00： 0）0）0）0））0））0）0
●●くるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみくるみみる 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保健センタンターンターンターンターンターンターンターンンタ 10：10：010：10：10：00～00～00～00～00～0～000～15：15：5：515：155：5：00）00）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料粉粉粉米米粉 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講理理 座理 （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あいれあいれあれあいいいあい館9：館9：館9：館9：館9：館9館9：館館9：：30～30～30～30～30～30～30～30～13：13：13：13：13：13：13：13 00）00）00）00）00）00）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おは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のの会のの 「しゃ「しゃ「しゃ「しゃゃゃし 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 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北ふれふれふふふふふ あい館あい館あい館あい館あい館あい館館い館あい館い館10：10：10：10：10：10：10：10：10：00～00～00～00～00～00～00～00～00 ～00 11：11：11：11：11：1111：00）00）0000）00000）
●●●仙北荷仙北仙北荷仙北荷仙北荷北荷仙北荷仙北荷仙北荷荷北 方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節方節伝方節伝承講座承講座承講座承講座承講座承講座承講座講座承講座座座座座承講座（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央中中央央ふれあふれあふれあふれあふれあふれあふれあれふれれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1館いい館1いい 4：04：04：04：04：00000～10～10～10～0～10 10 6：06：06：06：06：06：06：06：06：： 0）0）0）0）0）0）0）0）00）0
●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長謡長謡長謡謡謡謡 者の山者者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の山者者 伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講承講承講承講座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北座（北（北（北北北座（ 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あふれああい館1い館1い館1い館1い館1い館い館い館 3：33：33：33：33：33：3：3：3333 0～10～10～10～1100～0～115：35：35：35：35：35：35：35：3：330）0）0）0）0）0）0））0）

●●●古着古古古古着・古着・古着・古着・古古 古布・古布・古布・古布・古布・古布・古布布・古布・小型家小型家小型家小型家小型家小型家小型家小型家型小型家小型家型 電回収電回収電回収電回収電回収電回収電回収電回収電回収回収回収電回
（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学郷中学中郷中 校セミ校セミ校セミ校セミ校セミ校セミ校セミ校セミセミ校 ナーハナーハナーハナーハナーハナーハナーハナーハナーハナーハナーナーナーハウス9ウス9ウス9ウス9ス9ウスウスウスウススス：00：00：00：00：00：00：0000～16～16～16～16～16～16～16～16～161 ：00：00：00：00：0000：00000000）▶Ｐ）▶Ｐ）▶Ｐ）▶Ｐ）▶Ｐ）▶Ｐ） 232323232323
●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷町郷町美郷町郷 読書フ読書フ読書読書フ読書フ読書フ書フ読書フ書フ書 ェスタェスタェスタスェスタェスタェスタェスタェスタェスタタェェ （学友（学友（学友学友学友（学友（学友（学友（学友（学学友（学友友館13館13館13館13館館13館13館1313：00：00：00：00：00：000000：00～16～16～16～16～16～16～16～16～16～16～16：00：00：00：00：00：0000）））））

●●●●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郷出六六六六 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休業日業日業日
●●●湯と湯と湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯と湯とぴ湯と あ雁のあ雁のあ雁のああ雁のあ雁のあ雁の雁のあ雁のあ雁のあ 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉温里温泉里温泉温 休館休館休館休館休館休館休館館館館日日日日日日日日

●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご大ご粗大ご大大ごご大 み戸別み戸別み戸別み戸別み戸別みみ戸別別有料収有料収有料収有料収料収料収収有料収料収収集日（集日（集日（集日（集日（集日（集日（集日日日日日 受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締締受受付受付受 切日１切日１切日１切日１切日１切切切日 ３日）３日）３日）３日）３日）３日
●●●巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児巡回児回巡回児巡 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 （仙北（仙北（仙北（仙北仙北（仙北（仙北（仙北地域振地域振地域振地域振地域振地域振域地域地域地域振域振地域振地域地域地 興局興局興局興局興局興局興局局興局局興局局 事前申事前申事前申事前申事前申事前申前事前申申込み要込み要込み要込み要込み要み込み要要要み ））））））
※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みは町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉町福祉福祉町福祉町福福 保健課保健課保健課保健課保健保健課保健課健課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福祉班福祉班福祉班祉班福祉班班班班班福祉 へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ（☎へ ☎84-84-84-84-49049049049049007）7）7）7）7）77
●●●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ら細わ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伝承伝承伝承講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座（講座 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史歴史民歴史民歴史民歴史民史民史民史 俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗資料俗俗資料俗資料俗資料料館13館13館13館13館1館13館1館1313館 ：30：30：30：30：30：30～16～16～16～16～1616～16～161 ：00：00：00：00：00：00：0000： 0）））））

あきたあきたあきたあきたあきあきあきあきたき 家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族ふ家 れあいれあいれあいれあいれあいれあれあいいれ 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
●●●スコッスコッスコッスコッスコッスコッスコッップ三味プ三味プ三味プ三味三味プ三味プ三三味味味線講座線講座線講座線講座線講座線講座線講座線講座座線 （中央（中央中（中（中央（中央（中央（中央中中央ふれあふれあふれあふれあふれあれあふれあふれああれ い館9い館9い館9い館9い館9い館9い館9い館い ：30：30：30：30：30：30：303033 ～11～11～11～11～11～～11～1 ：30：30：30：30：3000）））））

●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなはなおはなおはなおはなおはなおおはなは し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し 紙ひこうひこうひこうひこうひこうひこひこひこひ き」（き」（き」（き」（き」（き」（（き」（き」（仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南仙南仙南っ仙南っ子児童子児童子児童子児子児童子児童子児童子児子児 クラブクラブクラブクラブクラブクラブクラブクラブクラブク 14：14：14：414：444 00～00～00～00～00～00～00～00～000 15：15：15：15：1511555 00）00）00）00）0000）00）00）））
●●●フラダフラダフラダフラダフラダフラダフラダラダフラダダンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講講ンス講ス講ス講ス講講講座（中座（中座（中座（中座（中座座座座 央ふれ央ふれ央ふれ央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い館あい館い館館い館あい館館館9：39：39：39：39：39：39：9：39 0～10～10～10～10～0～10～1～10～1～～～～ 1：31：31：31：31：31：31：331：3： 0）0）0）0）0）0）0））0）
●●●mismismismismismisismissatoatoatoatoatoatoatoatot アグリアグリアグリアグリアグリアグリアグアググリアグリアグリグリグリリグ ミーミーミーテミーテミーテミーテミーテミーミーー ィングィングィングィングングングングング
（南（南南（南（南南（南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あふれああふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館 4：04：04：04：044：000～10～10～10～117：07：07：07：07：07：0000）0）0）0）0）000 ▶Ｐ2▶Ｐ2▶Ｐ2▶Ｐ2▶Ｐ2▶Ｐ2Ｐ 4444

●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷六郷六郷六郷 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南出仙南出仙南出仙南出南仙 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休業日休業日休業日日日業
●●●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 泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉サン・サン・サン・サン・サン・サンサン・サン・サン・サンサンンサンンン アールアールアールアールアールアールアールアールアーアア 温水プ温水プ温水プ温水プ温水プ温水プ温水プ温水プ温温 プ水 ール休ール休ール休ール休ール休ルール休ール休ール休ール休ール休ルール休業（～業（～業（～業（～業（～業（～業（～業（～業（～業（業（～業（～11/11/11/11/11/11/11//11 23）23）23）23）23）23）23）23）2 ）
●●操体法操体法操体法操体法体法操体法操体法操体法体法体 同好会同好会同好会同好会好会好会同好会好同好会同好会会（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保（保保健センタセンタセンタセンタンタセンタセンタセンタター10ー10ー10ー1ー10ー101ー10ー1011ー ：00：00：00：00：00：00：00：00：00：：000～11～11～11～11～11～11～111 ：3030：30：30：303030300））））））））））

●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温畑温畑 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ンン泉サンンンン・アー・アー・アー・アーアーアー・アー・アーアア ル　休ル　休ル　休ル　休ル 休ル　休ル 休ルルルル　休館日館日館日館日館日館日館日館日館館
●●●生活困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 窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者窮者自窮者窮窮者 立支援立支援立支援立支援立支援立支立支支 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相回相回相回回 談談談談談談談談（中央（中（中央（中央（中央（中央中央（中央中央央央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ふれああい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館11館110：00：00：00：00：000：00：00：000～10～10～10～10～10～10～0～0～0 2：02：022：02：02：0：0222：00）0）0）0）00
●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７７カ月月カ月カ月カ月児健診児健診児健診児健児健診児健診児健診児健診児 （平成（平成（平成（平成（平 29年29年29年29年年29年年年４月生４月生４月生４月生４月４月４月４月月生月 まれ）まれ）まれまれ）まれ）まれ）まれ）まれ）ままままま
（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健健健 ター　ターター　ター　タータタ 受付1受付1受付1受付受付1付1付1付1付12：42：42：42：42：42：42：42：4222 5～15～15～15～15～5～5～15～15～13：03：03：03：03：03：03：03：：：： 0）0）0）0）0）0）0）0）0）））

勤労感勤労勤労感勤労感勤労感勤労感勤勤勤勤 謝の日謝の日謝の日謝の日謝の日謝の日謝のの日日

●●●●●六郷温六郷温六郷温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泉あっ泉泉泉泉泉 たか山たか山たか山たか山か山か山か山か山山山山た 休休館休館休館休館休館休館休休休館日日日日日日日
●●こころこころこころこころこころこころこころこころころこここ とからとからとからとからとからとからとからとからからからららだの健だの健だの健だの健だの健だの健だの健だの健だの健だ 康づく康づく康づく康づく康づく康づ康づ康づ康 くり講演り講演り講演り講演り講演り講演講演講講講 会会会会会会会会会会
（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町公町公郷 民館1民館1民館1民館1民館民館民館民館1民 0：00：00：00：00：00：00：00：000：00～10～10～10～10～10～10～10～0～0～ 2：02：02：02：02：02：02：02 0）0）0）0）00）▶Ｐ▶Ｐ1▶Ｐ1▶Ｐ1Ｐ1Ｐ1▶Ｐ1999999

●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北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伝方節伝節 承講座承講座承講座承講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（中央中央央央中 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れ い館1い館1い館い館いい館い館1い館1いいい 4：04：04：04：04：04：4：0：：00～10～10～0～10～～0～0～16：06：06：06：06：0666 0）0）0）0）0）
●●●民謡長民謡長民謡長民謡長長民謡長長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の山者の 伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承講伝承伝承 座（北座（北座（北座（北座（北（座（北座（北座（北座座（北北北ふれあふれあふれあふれあふれあふれあれあふれあふれふれあれあふ い館1い館1い館1い館い館1い館1い館い館13：33：33：33：3：30～10～10～10～10～115：35：35：35：35：： 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出出出六郷出出張所・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出南仙南出仙仙 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日休業日休業日休業日業業業業業休業日
●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴぴ湯 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁雁雁あ 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泉泉泉温泉泉 休館休館休館休館休館休館休館休館休休館館日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郷出郷 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所張所・張張所 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仙南出出張所　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業休

●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月月４ 児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健児児児健診（平成（平成（平成（平成平成平（平成成（平成平成平成平成29年29年29年29年29年29年9年29年29年年年年年年７月生７月生７月生７月生７月生７月７月生７月生月生７月生月生月月月 まれ）まれまれまれまれまれ）まれ）まれ）ままれ
（保（保（保保（保（（（ 健セン健セン健セン健セン健セン健セ健セ健セセ健セ ター　ター　ター　ター　タ 受付1受付1受付1受付1受付1受付受付受付受付 2：42：42：422：42：42：42 45～15～15～15～15～15～～1～5 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0カ10カ10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児健児 診（平診（平診（平診診（平診（平診（平診（平（平（平（（（ 成29成29成29成29成29成成2成29成成成 年１月年１月年１月年１月年１月年１月年１月年１年１月年１年１１ 生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれまれれ））））
（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ンンター　ターター　ター　ター　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受付付受 2：42：42：42：42：：42：2：45～15～15～15～15～15～5～5 3：03：03：03：03：03：00：000）0）0）0）0）0）00）0
●●●献血献血献血献血献血献血献血血献血血献血献血▶Ｐ3▶Ｐ3▶Ｐ3▶Ｐ3▶Ｐ3▶Ｐ3▶Ｐ3Ｐ31111

●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコククエコクエコクエコクククラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフトラフラフトラフ 手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講手芸講講手芸手手芸 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央ふれ央ふれ央ふ央ふ央ふ あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館いあい館14：14：14：14：14：14：14：：1114：00～00～00～00～00～00～00～00～00 16：16：16：16：16：6：66：66 00）00）00）00）00）00）00）00

1111111111111111/1/1/1/1/1/1/1/1//1/1//

11月30日㈭は固定資産税4期、国民健康
保険税5期、後期高齢者医療保険料5期の
納期限です。
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