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窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓口窓 業務時業務時業務時業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間延長間延長長長日（～日（～日（～日（～日（日（～日（～日（～日（～日（～日日（ 19：19：19：19：19：9：9：9 00）00）0000）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泉 たか山たか山たか山たか山たか山か山か山たか山たかか山かか 休館休休休館休館休館休館休館休館日日日日日日日
●●●●行政相行政相行政相行政相行政相行 相相談（中談（中談（中談（中談（中談談（中談（中談談（中談談 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれ央ふ央央ふれ央 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あい 10：10：10：10：10：000 00～00～00～00～00～～12：12：12：12：212：12：12：212：2 00）00）00）000）00）00）00）000）
●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーコーー ーサローサローサローサローサロサロサローサロサローサロロロロサ 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てとンてとンてンててて て（南て（南て（南て（南て（南て（南て（南（南て（南南ふれあふれあふれあふれあふふれあふふふふれあい館1い館1い館1館1館1館1い館111000 00：00：00：00：00：00：00～10～10～10～10～10～1～0 10～1～ 4：04：04：04：04：04：04：04：04：00）0）0）0））0）00

●●●●●わら細わら細わら細わら細わら細細わら細細細工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承工伝承伝工伝伝 講座（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民歴史民歴史民歴史民歴史歴 俗資料俗資料俗俗資俗俗資料俗資料俗資料俗俗資 館13館13館13館13館13館1館13館113：30：3：30：30：300：3：3 ～16～16～16～16～16～～～～16：00：00：00：000000 ））））

●●●●●●●●●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とぴ湯湯湯とぴあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁のあ雁あ雁あ雁の雁雁 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里里 臨時臨時臨時臨時臨時臨時臨時時臨時休館日休館日休館日休館日休館日休館日休館日休館日日休館
●●●●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月７カ７カ７カ月７カ７７７７７ 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健健 （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２９年２９年２ ８月生８月生８月生８月生８月生月生月生月生月生まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれまれ）まれ）まれ）れまれ）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センター　ター　ターター　ター　タータータ 受付1受付1受付1受付受付1受付1受付1受付1受付1受 2：42：42：42：42：42：42：445～15～15～15～15～15～5～1～ 3：03：03：03：003：03：03：033：333 0）0）0）0）0））0）））

●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六六郷出郷 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出仙南出仙南出仙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休業休
●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴ湯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あ雁のの里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉泉温泉泉 休館休館休館休館休館休館休館休館館休休 日日日日日

●●●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月カ月カ月カ月カ月４カ月カ４カ月４ 児健診児健診児健診児健診児健診児健診児健診診児健診（平成（平成（平成（平成平平成平 ２９年２９年２９年２９年２９年２９年２９年９年９９９９ １１月１１月１１月１１月１１月１１月１１１１月１１月１１ 月１１ 生まれ生まれ生まれ生まれまれまれ生まれれまれ生まれ）））））））
（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ンンター　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1付受付1付受付付付付 2：42：42：42：42：42：42：42：4： 5～15～15～15～15～15～5～15～15～15～115 3：03：03：03：03：3：03：03：03 0）0）0）0）0）
●●●●●●●●10カ10カ10カ10カ10カ0カ10カ10カ10カカ111 月児健月児健月児健月児健月児健月児健月児健児健児児健児健診（平診（平診（平診（平診（診診診（平診（ 成２９成２９成２９成２９成２成２９成２９年５月年５月年５月年５月年５月年５月年５月５月年５５年 月月生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生生まれ生まれ生まれ生まれ生ま生ま生生まままま ）））））
（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センセンセセ健センター　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11受付1付12：42：42：42：42：42：42：42：42：42：45～15～15～15～15～15～15～15～1～1～15～13：03：03：03：03：03：03：03：033： 0）0）0）0）0）0））0）0）
●●●●●●●米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料米粉料粉料米粉料料粉料粉 理講座理講座理講座理講座理講座理講座講座講座座理講座理講座座講理 （北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（北ふ（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いれあいれあいれあいれ 館9：館9：館9：館9：館9：館9：館9：9：30～30～30～30～30～30～30～3030～13：13：13：13：3：13：3：3：3 00）00）00）00）0））00）0））
●●●●●●●おはなおはなおはなおはなおはなおはなおはおはなおはなし「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙しししし「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南っ仙南っ南っ南南仙南っ仙南っ子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児童子児童子子児童児児子 クラクラブクラブクラブクラブクラブクラブクラクラブ14：14：14：14：414：00～00～00～00～00～00～00～00～00～15：15：15：15：515：5：55：00）00）00）00）00）00）00）0）
●●●●フラダフラダフラダフラダフラダフラダフラフラダフラダダフフ ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ンス講ス講ス 座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中座（中中中中央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれれれ央ふれれれあい館あい館あい館あい館あいあい館館あい館あい館あい 9：39：39：39：39：39：39：39：330～10～10～10～0～10～10～10～10～1111：31：31：31：31：31：3：333： 0）0）0）0）0）0）0

●●●●●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・・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 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日休休業日休休業日業日
●●●操体法操体法操体法操体法操操体法操体法操体法操 同好会同好会同好会同好会同好会好会同好会好会会会会（保健（保健（保健（保健（保健健健健センタセンタセンタセンタセンタセンセンタンンン ー10ー10ー10ー101010ー10ー10：00：00：00：00：000000000 ～11～11～11～11～11～11～11：30：30：30：30：30：30：30300000））））））））

●●●●●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温畑温千畑温千畑温泉サン泉サン泉サン泉サンサンサンサンサン泉ササ ・アー・アー・アー・アー・アー・アーアール　休ル　休ル　休ル　休ル 休ル　休ル　休ル　休ル 休休休休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活困窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自窮者自者自窮者自窮 自自立支援立支援立支援立支援立支援立支援立支援援立支援支援巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡巡回巡回相回 談（中談（中談（中談（中談（中談（中談（中談（中談（中中中（中中中央ふれ央ふれ央ふ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れ央 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ああ 10：10：10：10：10：1010：0：0：：00～00～00～00～000～0～000000000～000～12：12：12：12：12：12：2：212：00）00）00）00）00）00）00）0000
●●●●●●●1歳６1歳６1歳６1歳６1歳６歳６歳６歳６６６カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児カ月児児カ月児カ月児児児児健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診健健健健健診 平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２平成２２２平平成 ８年８８年８８年８８年８８年８８年８年８年８８年８８年８８年８８年８８８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月生ま生 れ）れ）れ）れ）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健セン健セ健セン健 ターターターターターターターターーー 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1112：42：42：42：42：42：442：2：45～15～15～5～15～15～15～5～15～ 3：03：03：03：03：03：03：03：00000）0）0）0）0）0）0）0）

春分の春分の春分の春分分の分分分 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郷出郷出郷六 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仙 張所　張所　張所　張所　所所所所所所所張所　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日日日

●●●●●●●雁雁雁の里雁の里雁の里雁の里雁の里里雁の里雁の里雁の雁の里コーラコーラコーラコーラコーラコーラコーラコーラコーラコーラコ ス30ス30ス30ス30ス30ス30ス30ス30ス30スス 周年記周年記周年記周年記周年記周年記周年記周年記記周年 念コン念コン念コン念コン念コン念コン念コン念コン念コンコン念コンコンサートサートサートサートサートサートサートササートサーサ （公民（公民（公民（公民公民（公民（公民（公（公公 館13館13館13館13館131313館1313：00：00：00：00：00000000000000～）～）～）～）～）～）～）～～）～）～）～～））
●●●●●●●仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙北荷仙仙北荷北荷仙仙 方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝方節伝節伝節伝方節伝伝節伝伝承講座承講座承講座承講座承講承講座承講座承講座承講座承承承講講 （中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中央（中（中中央中央ふれあふれあふれあふれあふれあふれあれふれあふれあふれれれ い館1い館1い館い館1い館1い館1い館1い館館館館 4：04：04：04：0：0444 0～10～10～10～10～10～0～10～16：06：06：06：06：06：06：0000）0）0）0）0）0）0）0）00000
●●●●●●民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長民謡長謡長民謡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承講伝承講伝 座（北座（北座（北座（座（北座（北座（北座（北座（北座（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ふれあふふれあふ い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館1い館 3：33：3：3：33：3：3：33：3：30～10～0～10～10～10～10～10 5：35：35：35：3：35：35：35：30）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くわく くおはくおはくおはくおはくおはくおはくおはくおははなし「なし「なし「なし「なししなし「なし「なし「なし 夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふうふう夢ふうふうふふ せん」せん」せん」せん」せん」せん」んんん」せんん 春休春休み春休み春休み春休み春休み春休み春休み春休春春春春休みおはなおはなおはなおはなおはなおはなおおはなおはなおはなおおお し会し会し会し会し会し
（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いいい 10：10：10：10：10：1010101 00～00000～00～00～00～00～00～0000～00～11：11：11：11：11：11：11：1：：：00）00）00）00）00）000000）000000）00）0）0
●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出六郷出六郷出張所・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仙南出仙南出張所　張所　張所　張所　張所　張所張所　張所張張張張所 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業日業日休業日日
●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町町町町町民バド民バ民バド民バド民バド民バド民バド民民バドドミントミントミントミントミントミントミントミントミ ン大会ン大会ン大会ン大会ン大会ン大会大会会ン大会会会（総合（総合（総合（総合（総合（総合（総合総（総合（総合（総合総合体育館体育体育体育体育館体育館体育館体体育館体体育館体 リリオリリオリリオリリオリリオリリオリリオリリオス8：ス8：ス8：ス8：ス8：：ス 30～30～30～30～30～0 ））））▶P2▶P2▶P2▶P25555
●●●●●献血献血献血献血献血献血血血献血血▶P2▶P2▶P2▶P▶P2▶P27777

●●●●●●●●●●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出出郷出張所・張所・張張張所・張所・張所・張 仙南出仙南出仙南出南出南出南出仙南出出仙 張所張所張所張所張張所張所張所張 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休業日休業日業
●●●●●●●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 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁あ雁のあ雁あ雁雁 里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里 休館休館休館休館休館休館休館休館休館休館館館館休 日日日日日日日日日
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　３月２６日㈪から４月６
日㈮まで美郷町役場、六
郷・仙南出張所の窓口業
務時間が午後７時まで延
長します▶Ｐ１４

町のカレンダー月 3/1●～4/5●木 木3
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