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植物油インキを
使用しています。
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●●●●●●●●●新春書新春書新春書新春書新春書書新春書新春書春書春書春 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初初初初 大会(大会(大会(大会(大会(大会大会(大会(会会会会 南ふれ南ふれ南ふれ南ふれ南ふれ南ふれふれ南南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いいい 9：099：09：09：09：009：000～)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く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くおはくおはなし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「なな 夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢夢 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学 館10館10館10館10館10館10館10館10館1011 ：30：30：30：30：3030：30：30：： ～11～11～11～11～11～11～11～1～ ：00：00：00：00：00：00：00000：00）））））

●●●●●●●●●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(初式式式(式(総合体総合体総合体総合体総合総総総総 育館リ育館リ育館リ育館リ育館リ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リ 14：14：4：14：14：14：4141 ：30～30～30～30～30～30～30～30～3330 )))))))))

●●●●●●●●●エコクエコクエコクエコクエコクエコエコクコクエコククククエ 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手芸講手芸講手芸手手芸 座（中座（中座（中座（中座（中中座（中中央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれふれふれ央ふれふれれふ あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館あい館い館あいあああい 14：14：14：14：14：14：1414：444 00～00～00～00～00～～00～00～00～16：16：16：16：16：6：616：16：6666 00）00）00）00）00）00）00）00000）000

●●●●●●●●●●●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・仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出出仙南出出出南仙南出張所張所張所張所張所張所張所張所張所所所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日日

成人の成人の成人の成人の成人の成人の人成人の成 日日日日日日日日
●●●●●●●●●●●六郷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張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所所・張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南仙南南仙南仙南仙 張所張所張所張所張所張所張所張所所所所所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業休業日休
●●●●●●●新春囲新春囲新春囲新春囲新春囲新春囲新春囲春春春春新春春 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棋碁将将 大会(大会(大会(大会(大会大会会会会大会大会(中央ふ中央ふ中央ふ中央ふ中央中央中央ふ央中央 れあいれあいれあいれあいれあいあいれあいれあいれあいいれれ 館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：30～30～30～33030～0～303033 )))))

●●●●●●●●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美郷町美郷町美郷町美郷町美美美 役場、役場、役場役場役場、役場、役場、場役場、役場、役場、役場、役 六郷・六郷・六郷・六郷・六郷・六六郷・六郷・六郷六六六六 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張所 張所張所張所張所張所張所張所所所
窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口口業務時業務時業務時業務時業務時務時業務時業務時業務時業務時務務務 間延長間延長間延長間延長間延長間延長間延長間延長長間間間延長間 日（～日（～日（～日（～日（～日（～日（～～191919：19：19：1919：9：999999 00）00）00）00）00）00））

●●●●●●●●●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温六郷温六郷温六六郷温六六六郷温六郷 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっっあっああ たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たか山たた 休館休館休館休館休館休館休館日日日日日日日日
●●●●●●●●●●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くるみくるみみるるみの会（の会（の会（の会（の会（の会（会の会（会（会（の会（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セセ保 ンターンターンターンターンターンターンターンタンタ 10：10：10：0：10：00000 00～00～00～00～00～00～0～00～00～0～000 15：15：15：15：15：15：15：155：00）00）00）00）00）00）0000））00000

●●●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷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・張所・張所張張張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南出仙南出仙南 張所張所張所張所張所所所所 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ぴ湯と湯ととぴ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雁のあ雁の雁雁の里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里里温里里里 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

●●●●●●●●3歳児3歳児3歳児3歳児3歳児3歳児健診（健診（健診（健診（健診健診健診診診健診（健 平成2平成2平成2平成2成2平成2平成2平成2平成2平成22226年66年66年66年66年66年66年66年6年6666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ま月生まれ）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　タータータ 受付1受付1受付1受付1受付受付1受付1受付1受付1受付1付受付 2：42：42：42：42：42：422：445～15～15～15～5～15～15～115 13：03：03：03：03：03：03：03：000）0）0）0）0）0）0）0）0）0）

●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六六郷出六郷出六郷六郷出張所・張所・張所・張所・張張所・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南出南仙南出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日
●●●●●●●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体 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好 （保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健（保健健保 センタ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セン ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー1010：00：00：00：00：000000～14～14～14～14～14～14～14～14：00：00：00：00000000））））））

●●●●●●●●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六郷 張所・張所・張所・張所・張所張所張所張所所張 仙南出仙南出仙南出仙南仙南出仙南出南出南出南出南出南出南出張所張所張所張所張所張所張所所張所張張所 休業日休業日休業休業休休業日休業日休業日休業
●●●●●●●スコッスコッスコッスコッスコスコスコッコ プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味プ三味ププ三味ププ 味線講座線講座線講座線講座線講座線講座講講線講座線講座線講講 （中（中（（（（中央（中央（中央（中央（中央中央（中 ふれあふれあふれあふれあふれあい館1い館1い館1い館1い館い館1い館1い館1い館1館 3：03：03：03：03：03：03：03：03：00～10～10～10～10～10～10～0～0～0～～ 5：05：05：05：05：5：055：0：00）0）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伝承伝承伝承伝伝伝伝 講座講座講座（講座（講座（講座（講座（講講座（講講 歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民歴史民史民民史 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俗資料料資料料資 館13館13館13館13館13館13館13館133館 3：30：30：3：30：30：30：30：30：303333303 ～16～16～16～16～1～16～～～～～ ：00：0000：00：00000）））））））

●●●●●●●●●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町町町町役場、役場、役場、場役場、役場役場役場場 六郷・六郷・六郷・六郷・六郷・六郷・郷・仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出南出南出南出出出出張所張所張所張所張所張所張所張所張所所
窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口口口口業務時業務時業務時業務時業務業務時業務時務時業務時業務務業務務 間延長間延長間延長間延長間延長間延長間延長間延長長間 日（～日（～日（～日（～日（～～日（～日（～日（～日（～19：19：19：1919：9：19191919：00）00）00）0000）0000000

●●●●●●●●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コーヒ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 ンてとンてとンてとンてとンてととンてとンン て（南て（南て（南て（南南南南て（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れれふれ い館1い館1い館1い館1い館1館1い館い館いい 0：00：00：00：00：00：000：000～10～10～100～10～10～10～114：04：04：04：04：04：004：000）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おはお しの会しの会しの会しの会の会しの会しのしのしの会の 「しゃ「しゃ「しゃ「しゃ「「し「しゃ「しゃ「「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 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北ふふれ北北 あい館あい館あい館あい館あい館館館あい館10：10：10：10：100010010 00～00～00～00～00～00～00～～11：11：11：1111：111：00）00）00）00）00）00）00）00）00000
●●●●●●●●●●●●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北荷仙仙仙仙 方節方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節方方方方節伝承講座承講座承講座承講座講座承講座座座承 座（中央（中央（中央（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ふれああああふれあい館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1いいい 4：04：04：04：0004：04 0～10～10～10～110～16：06：06：06：06：06：06：000）0）0）0）000
●●●●●●●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長長長長長長民 者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の山者の者者者者 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伝承講伝 座（北座（北座（北座（北座（北北北座（北（北北ふれあふれあふれあふれあふれあふれああふれあふふれあふれあふれあれふふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館い館1いいい 3：33：33：33：33：33：33：33：30～10～10～10～10～100 5：35：35：35：35：35：33330）0）0）0）0）0）0）000）

●●●●●●●●●千畑温千畑温千畑温千畑千畑温千畑温千畑温千畑温千畑畑 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ンサン・アー・アー・アー・アー・アー・アーア ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休ル　休休ル　休休ル 館日館日館日館日館日館日館日館日館日館日館
●●●●●●●●生活生活困生活困生活困生活困生活困生活困活困生活困生活 窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自者 立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支援立 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相回相回相談談談談談談談談談談談談談
（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央央央 あい館あい館あい館あい館あいあい館あい館あい館あい館い館10：10：10：010：10：10：10：：00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～00～12：12：12：12：12：12：12：2：12：2：2：00）00）00）00）000000）00）00）00）000000

●●●●●●●7カ月7カ月7カ月7カ月777カ月77カ 児健診児健診児健診児健診児健診診診児健診（平成（平成（平成（平成（平成（平成平（平成成29年29年29年29年29年29年29年29年年6月生6月生6月生6月生6月生6月生6月生6月生月生月6月 まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）れ）
（保（保（保（保（保（保（ 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 受付1受付1受付1受付1受付1受付1受付受付付付 2：42：42：42：422：42：42：42：45～15～15～15～15～15～15～15～1～～13：03：03：03：003：03：03：003 0）0）0）0）0）0）0）0）000000
●●●●●●●●米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料料粉料粉粉 理講座理講座理講座理講座理講座理講座座座理講座理講座座（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ北ふふふふ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館9：館9：館9：館9館9：館9：9：館9館館 30～30～30～30～30～30～30～30～30～13：13：13：13：13：13：13：：1313 00）00）00）00）00）0000）0
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町のカレンダー月 1/1●～2/5●月 月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。
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元旦元旦元旦元旦元旦元旦 　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。

　平成30年1月から美郷町役場、
六郷・仙南各出張所の窓口業務時
間が変更になります。詳しくは12・
13ページをご確認ください。
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