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■〒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　
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植物油インキを
使用しています。

広報美郷5月号は

５月1日●
発行予定です

火     　　　　　　　　　　№162
平成30年3月30日
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●●●●●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みの会（の会（の会（の会（の会の会の会のの会の 保健セ保健セ保健保保保健セ保健セ保健保保健セ保 ンターンターンターンターター10：10：10：10：10：10：101 00～00～00～00～00～00～～0～00～15：15：15：5：15：15：15：15：5 00）00）00）00）00）00）00）0

●●●●●●●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 出張所・張所・張所・張所・所・張所・張所・張所・張所所所所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南出仙南出南出仙仙仙仙仙 張所　張所　張所　張所　張所　張所　張所張所　張所　張所　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日休業

●●●●●●●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・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出仙南仙南出仙南仙仙 張所　張所　張所　張所　張所張所張所張所張張所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業業休業休業日休業日休業業

美郷中美郷中美郷中美郷中美郷中美郷中美郷中美郷中美美郷中学校入学校入学校入学校入学校入学校入入学校入学学校学学 学式(学式(学式(学式(学式学式(学式(学式学式(14：14：14：4：14：00～00～00～00～0～0～00～00～)))))

千畑小千畑小千畑小千畑小千畑千畑小千畑小千畑小千畑小千畑小学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校入校入校 学式(学式(学式(学式学学式学式(学式(学式((10：10：10：10：0：10101010：00～00～00～00～00～00～00～00～～)))))))
六郷小六郷小六郷小六郷小六郷小六郷小六郷小六郷小郷小小学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校入校入学校入校入学校入入入入入学式(学式(学式(学式(学式(学式(学式(学 (10：10：10：10：10：10：10：11 00～00～00～00～0～0～～～))))))
仙南小仙南小仙南小仙南小仙南小仙南小仙南小仙南小仙南小小学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校入学校学校入学校入学式(学式(学式学式(学式(学式(学式(学式学式(式式学式 10：10：10：10：10：10：1010：10011 00～00～00～00～00～00000～00 )))))))

千畑な千畑な千畑な千畑な千畑な千畑な千畑な千畑な千畑なかよしかよしかよしかよしかよしかよしかよしよしかよし園入園園入園園入園園入園園入園園入園園入園園入園入入園 式(1式(1式(1式(1式(1式(1式(1式(1式式(10:00:00:00:00:00: 0～)0～)0～)0～)0～)0～)0～)0～)0～)))))
六郷六郷六郷六郷六郷六郷六郷六郷六 わくわわくわわくわわくわわくわわくわわくわくわわわわわくくくくくくくくく園入園園入園園入園園入園入園入園園入入園入園入入園入園入 式(1式(1式式(1式(1式(1式(1式(式(1式(式( 0:00:00:00:000:00:00:00～)0～)0～)0～)0～)0～)0～)0～)00
仙南す仙南す仙南す仙南す仙南す仙南す仙南す仙南す仙南仙南す仙南す南仙 こやかこやかこやかこやかやかこやかこやかこやかここ か園入園園入園園入園園入園園入園園入園園入園入園式(1式(1式(1式(1式式(1式式式式式(1式 0:00:00:000:00:00:00:00 0～)0～)0～)0～)0～)0～)00～)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 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くくく なし「なし「なし「なし「なし「なし「なし「し「夢ふう夢ふう夢ふう夢ふう夢ふ夢ふう夢ふう夢ふう夢夢夢ふ夢ふうせん」せん」せん」せん」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(学友学友学友学友学 館10館1館10館10館10館10館10館 ：30：30：303303333 ～11～11～11～11～1111111：00：00：00：00：00：00：：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六郷出六六六六 張所・張所・張所張所・張所張所・張所・張所・所所所所所 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仙 出張所　張所　張所　張所　張所張所張所張所張所所所所所所 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休 日

●●●●●六郷出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張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所張所・張所所所所所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南出仙南出仙南出仙 出張所　張所張所　張所　張所　張所　張所　所　所 休業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湯とぴ湯と湯と湯と湯湯 あ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁のあ雁の雁の雁のあ雁の雁 里温里温泉里温泉里温泉里温泉里温泉里里温里温温 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

●●●●●●●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郷町役場、役場、役場、役場、役場、役場、役場、役場役場、場場場場役 六郷・六郷・六郷・六郷・六郷六郷六郷六郷六六郷・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出出張所張所張所張所張所張所張所張所
窓口窓口窓口窓口窓口窓窓口窓口窓 業務時業務時業務時業務時業務時業務時業業務時業務時業務時間延長間延長間延長間延長間延長間延間間延長日(～日(～日(～日(～日(日(～日(～日(～日(～日日日日 19：19：19：19：19191919 00)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郷温六郷温郷温郷 泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉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山たか山か山たか山たか山たか山か 休館休館休館休館休館休館休館休館館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相行政相行政行 相政 談(中談(中談(中談(中談談談(中談談談談 央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれ央ふれふれふれふれ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あい館あい館あい館あい館10：10：10：10：10：10：10：0：0：00～00～00～00～00～00～0000～～12：12：12：12122：00）00）00）0）0）00）0）00）0 ）

●●●●●●●行政協行政協行政協行政協行政協行政協行政協行政協政協行政協力員会力員会力員会力員会力員会力員会力員会力員会力員会力力力員会力 議（美議（美議（美議（美議（美議（美（美（美議（美（美美美美（ 郷町公郷町公郷町公郷町公町公郷町郷郷町郷町郷町郷町公郷郷 民館9民館9民館9民館9民館9民館9民館9民館9：30：30：30：3003030300300～）～）～）～）～）～）～）～）～）～））
●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷美郷町廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物棄物廃棄物廃棄物物棄 減量等減量等減量等減量等減量等減量等減量等量等減量等量等減量等量 推進員推進員推進員推進員推進員推進推進員推推推推推推 会議（会議（会議（会議（会議会議会会議 美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町郷美郷美郷郷美美美 公民館公民館公民館公民館公民公民館公民公民館公民民館民 上記上記上記上記上記上記上記上記終了後終了後終了後終了後終了後終了後終了後終了後了後後後了後後））））））））））
●●●●おはなおはなおはなおはなおはなお な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会会しのしの 「しゃ「しゃ「しゃしゃ「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だだま」（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れ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あい館10：10：10：10：10：1010：101 00～00～00～00～0～00～00～00000 11：11：11：11：1111 00）00）00）00）00）00）00）00））

あきたあきたあきたあきあきたきききき 家族ふ家族ふ家族ふ家族ふ族ふ族ふ家族ふ家族ふ族家 れあいれあいれあいれあいれあいれあいれあいれあいあれああいああ サンササンササンササンササンササンサササンササンササ ンデーンデーンデーンデーンデーン
●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六六郷出六郷出出張所・張所・張所・張所・張所所・張所・所・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出仙南 張所　張所　張所　張所　張所張所　張所　張所張張所 休業日休業日休業日休休業日休業日休業日休業日休業日
●●●●●水辺環水辺環水辺環水辺環水辺環水辺環水辺環水辺環環辺環境クリ境クリ境クリ境クリ境クリ境クリ境クリ境クリク ーンアーンアーンアーンアーンアーンアーンアーンアアップ作ップ作ッップ作ップ作ップ作ップ作ップ作ップ作ップッププ 戦戦戦戦戦戦戦戦戦
（リ（リ（リ（リ（リ（リ（リリ（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駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場車車場集合6集合6集合6集合6集合6集合6集合6合66集合集集合6：45：45：45：45：45：45：45：45：45：4555： ～）～）～）～）～）～）～）▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2▶P2P2PP 4444

●●●●●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出出六六郷出郷 張所張所張所・張所・張所・張所・張所張所・張張所張所 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南仙南仙仙南出張所　張所　張所　張所張所　張所張張張所所 休業日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業日休業日業日業

●●●●●千畑温千畑温千畑温千畑温千畑温千畑千畑千畑温千畑温千畑温畑畑千千 泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉サン泉泉サンササ ・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　休　休ル 休休休休休館日館日館日館日館日館日館日館日館日
●●●●生活困生活困生活困生活困生活生活困生活困生活困生活困困困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 立支援立支援立支援立支援立支援立支支援立支支 巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回相巡回巡回相巡回相回相相回 談談談談談談談談談談談（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ふれあふふ い館1い館1い館1い館1い館館1館1館 0：00：00：00：00：00：00：00：00000～10～10～10～10～10～10～10～0 2：02：02：02：02：0：02：02：0：02：02：00）0）0）0）0）0）0）0））
●●●●●●●10カ10カ10カ10カ10カ10カカ10カ0カカカ0カ0カ月児健月児健月児健月児健月児健月児健月児健月児児月児健月児児月児健診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（平診（診診（平成29成29成29成29成29成2999年6月年6月年6月年6月年6月6月年6月年6月年6月年 生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生まれ生ま生生まれ））））））
（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健セン健センンター受ター受ター受ター受ター受ター受ター受受タタタ 付12付12付12付12付12付1付付付付付 ：45：4：45：45454545555～13～13～～13～13～133～1～1311 ：00：00：00000000000））））））））））
●●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美郷町美郷美郷美郷美郷町美郷町美美美美郷町美郷 役場、役場、役場、役場、役場、役場、役場、役場、場場役役場、六郷・六郷・六郷・六郷六郷六郷・六郷六郷 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
窓口窓口窓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業務時業務時業務時業務時時時時時間延長間延間延間延長間延間延長間延長間延間延間間延長間間間 日(～日(～日(～日(～日(～日 19：19：19：19：1919：111 00)00)00)00)00)00)0)0)

●●●●●コーヒコーヒコーヒコーヒーヒコーヒコーヒーヒーヒー 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ン て（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れあふれあふれあふれあい館いい館い館1い館1い館1い館1い館1い館い 0：00：00：00：00：00：00：00：000：00～10～10～0～10～1000～100～14：04：04：04：00：04：00）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るみるみるるみの会（の会の会（の会（の会（の会（の会（会会会（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セセ保 ンターンターンターンターンターン 10：10：10：10：10：0 00～00～00～00～000～00～00～00 15：15：15：15：5：15155151 00）00）00）00）00）00）0 ）

●●●●粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご粗大ご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み戸別戸別別別有料収有料収有料収有料収収収収有料収収集日(集日(集日(日(集日(集集集集日 受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付締受付受 切日1切日1切日1切日1切日1切日1日1切日1切日 6日)6日)6日)6日)6日)6日)6日)6日

●●●3歳月3歳月3歳月3歳月3歳月歳月歳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健診児 診（平成（平成（平成（平成平成（平成（平成（平成（平成平 26年26年26年26年26年26年26年2626年2 年９月生９月生９月生９月生９月生９月生生生９月生まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）まれ）れ）まれまれれままれれ
（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健セン健 ター受ター受ター受ター受ター受ター受ターター受ター受ターター受ター受ーーー 付12付12付12付12付12付12付12付付付12：45：45：45：45：4545：45454455～13～13～13～13～13～13～13～13～13～13：00：00：0：00：00：00：00：00：00：000 ）））））））））

●●●●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はお し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙し「紙「紙紙し ひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこうひこうこひひ き」き」き」き」」
（（（（（（（（仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙南っ仙仙南っ南っ南っ南仙南っ子児童子児童子児童子児児童子児童子児童子児童子 クラブクラブクラブクラブクラブクク 14：14：14：14：14：00～00～00～00～00～00～0～00～00～15：15：15：15：5：5：5：15：：00）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出郷郷 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南仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙仙南出張所　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業日業業業

●●●●●●●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郷出六郷六郷六 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所所・所・所所張 仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙南出仙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　張張所　所張張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日休業業日休業日
●●●●●●●●湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴ湯とぴぴ湯とぴ湯湯湯 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の雁の雁ののあ 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温泉泉温温泉里里 休館休館休館休館休館休館休館休館休休休休休館日日日日日日日日日日
●●●●●操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体法操体体操 同好会同好会同好会同好会同好会同好会同好会好会同好会好好好好好 （保（保（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ンタンタンタタンン ー10ー10ー10ー10ー10ー10ー1ー10ー1010：00：00：00：00：00：000 ～11～11～11～11～11～11～11～ ：30：30：30：30：30：30：3：30：30：3030：：： ）））））））

昭和の昭和の昭和の昭和の昭和の昭和の昭和の日日日日日
●●●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六郷六郷 張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・張所・所張所所・所 仙南出仙南出仙南出仙仙仙南出仙南出仙南出仙南出仙仙仙仙南出張所張所張所張所張所張所張所張所所所 休業日休業日休休業日休業日休業日休業日休業日休業日日業業

振替休振替休振替休振替振替休振替 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六六 張所・張所・張所・張所・張所・張所所張所・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 出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休業休休業日日

●●●●●●●1歳61歳61歳61歳61歳61歳6歳11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健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（健診（診健診診健健 平成2平成2平成2平成2平成2成2平成2平成2成2成2平成2成成成2成 8年98年98年98年98年98年98年98年98年9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月生ま月 れ）れ）れ）れ）れ）れ）れ）れれ）れれ
（保（保（保（保（保（保（保（保（保（ 健セ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 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受付1受付1受付1受付付1受付1受付1受付12：42：42：42：42：42：442：42：422 42 5～15～15～15～15～1～5～15～15～15 3：03：03：03：3：03：03：03：0000）0）0）0）0）0）0）00））

●●●●●美郷町美郷町美郷町美郷町美美郷町町美郷町美郷町美 役場、役場、役場、役場、役場、役場、役場、場役場、場 六郷・六郷・六郷・六六郷六郷六郷・六郷・六郷六六六六六郷 仙南出仙南出仙南出仙南出南出仙南出仙南出南出仙南出南南南南 張所張所張所張所張所張所張所張所張所張所所張
窓口窓口窓口窓口口窓口業務時業務時業務時業業業務時業務時業務時業務時務 間延長間延長間延長間延長間延長間延間延間延 日(～日(～日(～日(～日(～日(～日(～日(～日( 19：19：19：19：19：19：1919：1111 00)00)00)00)00)00)00)00)000000

●●●●●六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温六郷温郷温郷温六郷温泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉あっ泉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たか山か山 休館休館休館休館休館休館休館館館館館日日日日日日日日

●●●●４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月４カ月月カ月カ 児健診児健診児健児健診児健診児健診健診児健診児児健診児健診児 （平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成平成（平（ 29年29年29年29年29年29年29年年29年29年12月12月12月12月12月12月12月2月12月月12月11 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生 ）））））
（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健センセンセンセンセンセンター　ター　ター　ター　ター　ターターター　ー　受付1受付1受付1受付受付1受付1受付1受付1受付受付 2：42：42：42：42：42：4：2：4：445～15～15～15～15～15～15～15～15 3：03：03：03：03：03：03：3：000）0）0）0）0）0）0）
●●●●●●●７カ月７カ月７カ月７カ月７カ月カ月カ月カ 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診診健 （平成（平成（平成（平成（平成（平成（平成成成成（ 29年29年29年29年29年29年29年29年9年9年2992 9月生9月生9月生9月生9月生9月生9月生9月生生月生9月生月 まれ）まれ）まれ）まれまれ）まれ）まれ）まま
（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　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 2：42：42：42：42：42：42：42：4：42：45～15～15～15～115～15～15～15～13：03：03：03：0：3：003：03：03：03 0）0）0）0）0）0）0）0））

●●●●●●●●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郷郷郷郷郷 役場、役場、役場、役場、役場、役場役場、場役場 六郷・六郷・六郷・六郷・六郷・六郷・六郷・六郷六郷六六 仙南出仙南出仙南仙南出仙南出仙南出仙南出南出仙仙仙仙 張所張所張所張所張所張所張所所張所張
窓口窓口窓口窓口窓口窓窓窓口業務時業務時業務時業務時務時業務時業務時業務時務務務務務 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間間延長間延間 日(～日(～日日日日日(～日(～日日(～日 19：19：19：1919：00)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 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仙南出南仙 張所張所張所張所張所張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休業日休業日休業休業休業休

憲法記憲法記憲法記憲法記憲法法 念日念日念日念日念日念
●●●●●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 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出出仙 張所張所張所張所張所張所張所張所張張所張 休業日休業日休業日休業日休業日休業日日休業日休業日休業日

みどりみどりみどりみどりの日の日の日のの日の
●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出郷出郷郷出張所・張所・張所・張所・張所張所・張所・張所・張所張張 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日休業休

こどもこどもこどもこどもど の日の日のの日日
●●●六郷出六郷出六郷出六郷出六郷出六 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仙南出仙 張所張所張所張所張所張所張所所所 休業日休業日休業日休業日休業休業休業業業日休業日
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●●●●●●くるみくるみくるみくるみくるみるみるみみく みの会（の会（ののの会（の会（の会 保健セ保健セ保健セ保健セ保保健セ保健セ保健セ保 ンタンタンタンタンタ 10：10：10100：10：1 000000000000000 15：15：15：15：15：5：15：15：00）00）00）0000）00）00）00）0

　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
で延長されます。
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町のカレンダー月 4/1●～5/5●日 土4

●●●●●●●●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童相談童相談童相談童相談童相談童相童童童童童童
（大（大（大（大（大（大（大（大大大大仙市史仙市史仙市史仙市史仙市史仙市史仙市仙市史仙市仙仙仙仙 跡の里跡の里跡の里跡の里跡の里の跡の里跡の里跡の里せんぼせんぼせんぼせんぼせんぼんぼせんぼんぼぼく「さく「さく「さく「さく「さく「さく「さ「さ「さ「さくく「「 くまろくまろくまろまろくまろくまろくまろくまろままくまろくまろ館」事館」事館」事館」事館」事館」館」事館館 前申込前申込前申込前申込前申込前申込前申込前申込前申 要要）要）要）要）
※申※申※申※申※申※申※申申※申申込は町込は町込は町込は町込は町込は町込は町込は込込込込 福祉保福祉保福祉保福祉保福祉保福祉保福祉保福祉保健課福健課福健課福健課福健課福課福課福課福課福健課福福福祉班へ祉班へ祉班へ祉班へ祉班へ祉班へ祉班へ班へ班班班へ祉班へ（☎8（☎8（☎8（☎8（☎8（☎8（☎8☎8（☎8☎ 4-44-44-44-44-44-44-44-44 490790790790707909999999 ）））））
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