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第50回陰陽三井野原スキー大会

スピードと技術を競う
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わたしたちの町
人

口

13,262人

男

6,349人

女

6,913人

世帯数 4,822世帯
2月1日現在（外国人含む）

防災の誓いを胸に刻む
奥出雲町消防出初式

繰り広げられる熱戦！
スーパーホッケー交流大会

美味しいご縁にだんだん
第３回奥出雲横田まいもん小屋

奥出雲町消防出初式が１月14
日、新入団員27人を含む約500
人が参加し、町民体育館で行わ
れました。
安部正教団長から「予防消防
の一層の推進を図るとともに、消
防団員として地域防災の責務と
使命の重要性を再認識し、町民
の負託にこたえてほしい」と訓示
があり、全団員が気持ちを引き締
めました。
式典終了後、多くの町民が見守
る中、分列行進と一斉放水が披
露され、今年１年の無火災を願い
ました。

町民体育館で２月４日、第
21回小学生スーパーホッケー
交流大会が開催され、町内の小
学校から19チーム186人が参
加しました。
各試合とも目まぐるしく攻防
が入れ替わる展開で、子どもた
ちはコート内を駆け回りながら
懸命にプレーしていました。

２月５日、奥出雲横田まい
もん小屋が、第３回横田まい
もん小屋実行委員会の主催で
開催されました。
横田モータース展示場と定
住センターを会場に、趣向を
凝らしたメニューが提供さ
れ、来場者はおいしい食べ物
で心も体も温まり、満喫した
時間を過ごしました。

【男子】
優 勝
準優勝
【女子】
優 勝
準優勝

鳥上風神雷神ジュニア
三沢スーパーボーイズ
かめっ子GIRLS
鳥上風神雷神ガールズ

世界、全国の舞台に挑む選手を激励

復活から40年 日刀保たたらで操業始まる

ユース（Ｕ−18）男子2017オークランドホッケーカ
ップ、第54回全国中学校スキー大会に出場する４人
の選手の激励式が１月27日、役場仁多庁舎で行われ
ました。
選手は大会に向けて、
「これまで支えてくださった方
への感謝の気持ちを忘れずに挑みたい」「自分の力を
十分に発揮したい」と抱負を述べました。

鳥上地区の日刀保たたらで、
１月中旬から２月初旬に
かけて、たたら操業が行われました。１月18日には、今
年最初の操業となる火入れ式が行われ、
（公財）日本
美術刀剣保存協会、日立金属安来製作所などの関係
者30人が出席し、操業の安全と成功を祈願しました。
安全祈願のあと、村下の木 原明さんと渡部勝彦さ
んにより、
「初種」と呼ばれる砂鉄が炎の吹き上がる
炉に投入されました。それから３昼夜休みなく木炭と
砂鉄を入れる作業が繰り返し行われました。
たたら製鉄は、冬期の操業の他、砂鉄の採取や木
炭の焼成など１年を通して行われています。
たたら操
けら
業で生産された鉧から選別された玉鋼は、全国の刀
匠へと頒布され、日本刀の原料となります。

ユース
（Ｕ−18）男子2017オークランドホッケーカップ
（１月28日〜２月５日：ニュージーランド） 藤原 千里さん
（横田高・３年）
第54回全国中学校スキー大会（２月２日〜２月５日：山形県）
＜スラローム競技＞
長谷川 美優さん
（仁多中・３年）
＜クロスカントリー競技＞ 景山 慎平さん
（横田中・１年）
松崎 唯斗さん
（横田中・１年）

〜まちのできごと〜
留学生お別れ会を開催

スキーの技術を競う

横 田 高 校の留学生
DIDTAP RUNGROT
君（愛称ベン君）のお
別れ会が１月22日に
奥出雲町国際交流協
会主催で開催されま
写真：
１年間の留学を終えた
した。
ベン君（中央）
日本のお汁粉とベン
君の母国タイのブアローイというお菓子を作り、
それらを食べながら奥出雲滞在中の思い出話に花
を咲かせていました。
ベン君との別れを惜しみつつも、参加者全員で
楽しい時間を共有することができました。

１月29日、第50回陰陽三井野原スキー大会、
第50回仁多郡スキー選手権大会、第47回仁多郡
中学校スキー大会の３大会を兼ねた大会が三井野
原スキー場で開催されました。
競技はスラロームとクロスカントリーの２種目
が行われ、選手は日頃の練習の成果を競いました。
スラロームの部
＜小学男子＞ １位
＜小学女子＞ １位
＜中学男子＞ １位
＜中学女子＞ １位
＜一般男子＞ １位
クロスカントリーの部
＜中学男子＞ １位
＜中学女子＞ １位

交通安全表彰
緑十字銀章 佐藤

石原 大雅さん （八川小）
景山 和葉さん （八川小）
景山 慎平さん （横田中）
長谷川 美優さん（仁多中）
田中 洋さん
（出雲ＳＣ）
松崎
加藤

唯斗さん
美咲さん

（横田中）
（仁多中）

彬子女王殿下がたたら操業見学
慎一さん（三成）

佐藤さんは、多年にわたり自動車の運転を通じ交通事故の防
止と交通の秩序の確立に貢献された功績が認められ、一般財団
法人全日本交通安全協会より交通栄誉章「緑十字銀章」が贈ら
れました。
受章おめでとうございました。
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彬子女王殿下（寛仁親王殿下第一女）が、自ら総
裁を務める団体「心游舎」の皆さんとともに来町さ
れ、たたら見学と奥出雲町の神話ゆかりの地を訪問さ
れました。
「心 游舎」とは、日本の未 来を担う子どもたちに
「本物」の日本文化や心を伝えていくための活動を続
ける団体です。

彬子女王殿下（前列左から2人目）
と三沢地区の皆さん

出雲神話をめぐる旅と題された今回の訪問では、
１
月20日と21日の両日にわたり、たたらの操業と鉧出し
の見学だけでなく稲田神社、三沢地区、そして奥出雲
多根自然博物館周辺等でも研修が行われました。
特に三沢地区では、三澤神社参拝の後、公民館を
会場に事前に用意した三澤池の水を使ったお茶会な
ど、地域の方との交流も深めていただきました。
広報 奥出雲
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空き缶・空きビン（青の袋）

ペットボトル（緑の袋）

繊維製品にリサイクル
されます！
●中身を使い切って洗って下さい。

●フタがついているものは、分別する。

金属のフタは金属（赤い袋）へ。

☆カセットボンベやスプレー缶が原因と
みられる爆発が起こっています！

●必ず穴を開けて出しましょう。

（音がしなくなるまで出し切って！）

●中身がカラである事を確認。
●作業は風通しの良い屋外で！

●穴を開ける方向に人がいない事を確認し、

顔から離して！

●中身を使い切って洗って下さい。

●キャップとラベルは、必ずはずして

プラスチック類へ！

プラスチック類（黄色の袋）

固形燃料に
リサイクル
されます！
●洗って汚れを取って下さい。

●歯磨きチューブなど汚れが取れないものは

引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！
○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、
国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など
につながる大切な手続です｡（法律上の義務です）
○住民の皆様に送付している
マイナンバーの｢通知カード｣

燃えるごみへ。
●汚れたものが、混ざるとリサイクルできな
くなります。

（おもて面）

身分証明書となる
「マイナンバーカード」
(個人番号カード)

（おもて面）

◎可燃ごみの減量にご協力を！
仁多可燃物処理センターの設備改修工事を２月24日から２週間程度予定しています。
通常どおり収集は行ないますが、ごみを燃やすことが出来ませんので、３月２日
（木）〜４日
（土）の
３日間は、可燃ごみの持ち込みを中止します。
● 可燃ごみの排出（資源ごみへの分別など）にご理解とご協力をお願いします。【お問い合わせ先：町民課】
●
●

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

病児保育施設の愛称
「ほっとすてい」
に決定

役場からのお知らせ

町立奥出雲病院の前に、平成29年
４月開設予定の病児保育施設の愛称
を募集したところ、町内外から216点
の応募がありました。
厳正なる審査の結果、東京都在住
の保岡直樹さんから応募があった
「ほっとすてい」に決定しました。
保護者がお子さんを安心して預け
ることができ、また、病気のお子さ
んを温かく迎え入れる施設として、
今後の利用が期待されます。親しみ
と愛着を持って利用していただき、
子育てしやすい
環境整備をして
いきます。

水道課からのお知らせ
ー簡易水道から上水道へ変わりますー
平成28年度末に既存の簡易水道事
業を統合し、平成29年4月1日から新
たに奥出雲町水道事業として供用を
開始いたします。このことにより使
用料名称や納付書の記載内容の一部
が変更となりますが、使用者の皆様
から新たに提出をいただくものや
日々の暮らしに影響を与えるものは
ありません。詳しくは、町ホームペ
ージまたは文字放送をご覧いただく
か、水道課までお問い合わせくださ
い。
※水道料金の計算方法や納付方法に
ついても、変更はありません。
【お問い合わせ】
奥出雲町役場水道課
（横田庁舎１階）
有 線：２０−４２８５
ＮＴＴ：５２−２６７６
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入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、
◆住民票の異動の届出を！
（転出届、転入届、転居届等）
◎他の市区町村に転出・転入される場合
引越前の
市区町村

【転出前に】
転出届を提出して
転出証明書を受け取る

引越先の
市区町村

【転入した日から14日以内に】
転出証明書を添えて
転入届を提出

◎同一の市区町村内で転居される場合
【転居した日から14日以内】
お住まいの
転居届を提出
市区町村

◆マイナンバーの｢通知カード｣､
｢マイナンバーカード｣､
（個人番号カード）
｢住民基本台帳カード｣
の住所変更の届出も
お忘れなく！

正当な理由がなく住民票の異動の
届出をしない場合、
５万円以下の
過料に処されることがあります。

【お問い合わせ】奥出雲町役場町民課戸籍グループ TEL：54−2510

有線：31−5103
広報 奥出雲
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役場からのお知らせ

資源ごみは中身を使い切って水洗いしましょう！

奥出雲の神話とたたらを考える
― 奥出雲の文化遺産を今に活かし、未来に繋ぐ ―

参加
無料

このたび、奥出雲の歴史を語る上で欠くことのできない文化遺産である“神話とたたら製鉄”
をテーマとし、シンポジウムとミニたたらの体験操業を実施します。この機会に改めて先人た
ちが築いた歴史を学びなおし、今に活かし、未来に繋いでいきましょう。
■シンポジウム
期日 ３月１８日（土）１４：００−１６：３０（開場１３：３０）
会場 横田コミュニティセンター大ホール（奥出雲町横田１０３７）
●基調講演
里中 満智子 氏（マンガ家・日本遺産選定委員）

演題「日本遺産から神話とたたらの価値を考える」

●パネルディスカッション
パネリスト
里中満智子 氏
下村 彰男 氏（東京大学大学院教授・日本遺産選定委員）
丁野
朗 氏（日本観光振興協会特別研究員・日本遺産選定委員） 里中 満智子 氏
高尾 昭浩 氏（奥出雲町教育委員会社会教育課長）
コーディネーター
引野 道生 氏（山陰中央新報雲南支局長）
■たたら体験操業
期日 ３月１９日（日）８：３０−１６：００
会場 古代たたら体験工房
（奥出雲町大呂１１５１−２ 鳥上小学校敷地内）
●指導者
木原 明 氏（日刀保たたら村下・国選定保存技術保持者）
※参加には申込が必要です
◆お問合せ 教育委員会社会教育課 TEL：５２−２６８０ 有線：２０−４２６２

◆◆ご寄附ありがとうございました◆◆
平成２８年「ふるさと納税」による寄附の状況をお知らせします
奥出雲町では「奥出雲町ふるさと応援基金」を平成２０年度に創設し、町外の皆様からのご厚
意を町の施策に反映させる仕組みを作っています。
皆様に感謝申し上げますとともに、その目的を達成するために、有効に活用させていただきます。

【昨年の寄附状況】（平成28年１月〜12月）
■寄附件数

■寄附金額

6,375件（前年5,077件）

1億5,856万円（前年6,766万円）

※御芳名録は、奥出雲町ホームページふるさと納税「奥出雲ふるさと応援寄附」に掲載しています。

【寄附を活用した事業紹介】
平成２８年度は、下記の事業に活用させていただいています。
◆縁結び活動支援事業
◆出産祝金支給事業
◆オロチの深山きこりプロジェクト事業
◆観光情報発信事業
…など１４事業

▲子供版きこりプロジェクト

町外にお住いのご家族、ご親戚、ご友人に、ぜひ、この制度をご紹介ください。１万円以上のご
寄附をいただいた方には、お礼の品として「奥出雲町の特産品」をお贈りいたします。
詳しくは、町のホームページをご覧いただくか、役場企画財政課（0 8 5 4）5 4 - 2 5 2 2 までお問い
合わせ下さい。

【日本年金機構からのお知らせ】

平成２９年８月より、年金の受給資格期間が

２５年から１０年に短縮されます。

役場からのお知らせ

《司法書士無料相談を行っています》
島根県司法書士会では、
「司法書士総合相談センター」を設置し、電話相談を行っています。
・土地建物の不動産登記
・クレジット・サラ金の債務整理
・会社設立役員変更の商業登記
・少額訴訟
・相続遺言の手続き
など、お気軽にご相談ください。
２月〜３月
電話番号
受付時間
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０１２０−１１４−２３４
毎週月曜日〜金曜日
１２：３０〜１５：３０
※但し、祝祭日は除きます。

４月から
電話番号
受付時間

年金を受け取るために必要な期間（保険料納付済等期間）が短縮されるため、これまで年金
を受け取ることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。
６５歳以上で対象となる方には平成２９年２月下旬から７月上旬にかけて日本年金機構から
「年金請求書」が送られます。
「年金請求書」が届きましたら必要事項を記入の上、必要書類と併せて松江年金事務所で手
続きをしてください。

ご相談・お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！
０８５２−６０−９２１１
毎週 月・火・木曜日
１２：００〜１５：００
※但し、祝祭日は除きます。

0570− 05− 1165

050から始まる電話でおかけになる場合は
03−6700−1165
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
広報 奥出雲
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役場からのお知らせ

平成２９年３月１８日（土）・１９日（日）に開催！
シンポジウム＆たたら体験

とお あし

第3回奥出雲ウルトラおろち100㎞遠足大会

沿道からの声援で大会を盛り上げましょう！！

第３回奥出雲ウルトラおろち100㎞遠足を４月15日（土）に開催します。
今年は全国各地から約700名の選手が参加し、早春の奥出雲町を駆け抜けます。
スタート・ゴール地点や沿道からの温かい声援をよろしくおねがいします。

必ずチェック！

最低賃金 使用者も、労働者も。

◇地域別最低賃金
島根県最低賃金

平成２８年１０月１日から

７１８円

時間額

島根県内の事業場で働くすべての労働
者に、この島根県最低賃金が適用され
ます

◇特定（産業別）最低賃金
下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定（産業別）最低賃金が適用さ
れます。
特定（産業別）最低賃金

時間額

発効予定日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

８３６円

28.11.30

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

８２０円

28.12.22

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

７５６円

28.12.25

自動車・同附属品製造業

８１２円

28.12.10

百貨店，総合スーパー

７４８円

28.12.24

自動車（新車）小売業

７９０円

28.12.16

※詳しくは、島根労働局賃金室又は最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。
9 広報 奥出雲
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役場からのお知らせ

！
4月15日開催

出雲國たたら風土記

〜鉄づくり千年が生んだ物語〜

日本遺産で注目があつまる﹁たたら﹂

ン︶など︑たたらが注目を集める
機会が次々とやってきます︒
認定後は︑国内メディアだけで
なく海外メディアからの取材も増
えており︑たたらをはじめとした
島根県の観光情報が発信される機
会が増えています︒
鉄の道文化圏では︑このような
シンボルマークやキャッチコピー
を使って情報発信をしていきます︒
シンボルマークは神代から続く鉄
づくりを刀で表現し︑たたら製鉄
の炎とたたらによって育まれた棚
田を組み合わせたものです︒
キャッチコピーは︑たたらの
﹁火の色﹂と︑千年以上も前から
たたら製鉄によって育まれてきた
風土︵﹁里の
ね
音﹂と表現︶
が︑人と自然
をつなぎ︑人
と人をつなぎ︑
未来へつない
でいくという
思いを意図し
たものです︒

ロゴマークとキャッチコピー

日本遺産

29

連載その６

安来市・奥出雲町・雲南市の３
市町で構成する鉄の道文化圏推進
協議会では︑日本遺産の認定を受
け︑パンフレットやウェブサイト
の制作︑首都圏でのイベント開催
などを通じて︑地域の魅力を発信
し︑来訪者の増加をめざしていま
す︒
また︑日本遺産認定に加え︑映
画﹁たたら
侍﹂やJR
西日本トワ
イライトエ
クスプレス
﹁瑞風﹂
︵H 年春
運行開始予
定︶︑平成
年のJR
西日本ディ
スティネー
ションキャ
ンペーン
︵JR西日
本を挙げて
の誘客促進
キャンペー
30

奥出雲町
図書館

→恩田

幻冬舎

刊

新着図書案内

陸∥著

カルプラ仁多図書室

〜口座振替のお知らせ〜

期︶

項目です︒

税 金・使 用 料など公 共 料 金の
月 分の口座 振 替 は
月 日︵ 火 ︶
です ︒
今回の振替は次の
○固定資産税
︵第４期︶
○国民健康保険税︵第
○後期高齢者医療保険料
○情報通信使用料
○簡易水道使用料
○下水道使用料
○保育料
○住宅使用料
○住宅駐車場使用料
○住宅共益費
○老人ホーム入所費用等徴収金
○訪問看護利用料
○介護サービス利用料
○ 介護老人保健施設利用料
＊納税通知書等で金額をご確認いただ
き︑今一度通帳残高をお確かめいた
だきますようお願いいたします︒

下水道使用料金
︵公共・農集・合併︶
について
◎使用人数の変更︵転入・転
出・出生・死亡︶があった場合
は︑速やかに役場水道課へ届出
して下さい︒使用人数によって
使用料金が変わります︒

カルプラ仁多図書室 ☎５４ ２
‐０８３
☎５２ ２
‐０２２
横田コミセン図書室

横田コミセン図書室

﹃ 地方創生大全 ﹄

﹃ 幻庵﹄上・下

﹃ 私をくいとめて ﹄
綿矢 りさ 著 ﹃あひる﹄
﹃ 三鬼 ﹄
宮部 みゆき 著 ﹃ ﹄
﹃ えんとつ町のプペル ﹄
﹃ 雪煙チェイス ﹄

千香 著

にしの あきひろ 著

﹃ 町の未来をこの手でつくる ﹄
猪谷

今村

夏子 著

圭吾 著

西 加奈子 著
東野

斉著

百田 尚樹 著
木下

工藤

ノリコ 作

︵年末年始︒祝祭日を除く月曜
日〜金曜日の８時半〜 時 分︶

中皮腫や肺がんなどを発症し︑
それが労働者として石綿ばく露作
業に従事していたことが原因であ
ると認められた場合には︑労災保
険法に基づく各種の労災保険給付
や石綿救済法に基づく特別遺族給
付金が支給されます︒
石綿による疾病は︑石綿を吸っ
てから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です︒
中皮腫などでお亡くなりになら

石綿による疾病の保証・
救済について
平成 年１月１日より︑改正育
児・介護休業法︑改正男女雇用機
会均等法が施行されました︒これ
により︑育児・介護休業規定の整
備や妊娠・出産︑育児休業に関す
るハラスメント防止措置を講じる
ことが事業主に義務付けられま
す︒
◆問合わせ
島根労働局雇用環境・均等室
☎０８５２︲３１︲１１６１

育児・介護休業法︑男女雇用機
会均等法の改正について

れた方が過去に石綿業務に従事さ
れていた場合には︑労災保険給付
等の支給対象となる可能性があり
ますので︑まずはお気軽に最寄り
の都道府県労働局又は労働基準監
督署にご相談ください︒
制度のご案内は厚生労働省ホー
ムページでもご覧になれます︒
◆問合わせ
島根県労働局
☎０８５２︲３１︲１１５９
松江労働基準監督署
☎０８５２︲３１︲１１６６
出雲労働基準監督署
☎０８５３︲２１︲１２４０

国税庁では︑国税専門官を募集
しています︒

国税庁専門官募集

◆第１次試験
○試験日 ６月 日︵日︶
○試験地 松江市︑岡山市︑広島市
○試験種目 基礎能力試験
専門試験
◆受験案内及びお問合せ先
○広島国税局人事第二課試験研修
係
☎０８２︲２２１︲９２１１
○大東税務署総務課
☎０８５４︲４３︲２３６０
○国税庁ホームページ
◆受験資格
１ 昭和 年４月２日〜平成８年
４月１日生まれの者
２ 平成８年４月２日以降生まれ
の者で次に掲げるもの
⑴大学を卒業した者及び平成 年
３月までに大学を卒業する見込
みの者
⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の
資格があると認める者
◆受験受付期間
原則としてインターネットによ
り申込みを行ってください︒
︵
http://www.jinji-shiken.go.jp/
︶
juken.html
○インターネットによる申込み
３月 日︵金︶９時〜４月 日
︵水︶
○郵送又は持参による申込み
３ 月 日︵ 金 ︶〜 ４ 月 ３ 日︵月︶
︵４月３日までの通信日付印有
効︶

︲２５０５
︲５２２５

のでご了承ください︒

をお断りする場合があります

なお︑内容によっては掲載

有線

電話

問い合わせください︒

場総務課総務グループまでお

掲載方法など詳しくは︑役

を募集します︒

報や各種募集など様々な情報

用いただくよう︑イベント情

町民の皆様の掲示板として活

﹁みんなの掲示板﹂では︑

http://www.nta.go.jp
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みんなの掲示板
17

11

日曜︑月曜︑祝日
日︵月末休室︶
31

62

14

28

2

月の休室日
3

ﾞ
﹃ヤダヤダかめん﹄ あきやま ただし 作 ﹃ なつみはなんにでもなれる ﹄
ヨシタケ シンスケ 作
﹃ だるまちゃんとにおうちゃん ﹄
加古 里子 作 ﹃のらねこぐんだんおすしやさん﹄

月曜︑祝日
日︵月末休室︶

﹃ひなまつりのお手紙 ﹄ まはら 三桃 作
月の休室日

31

31

31

第156回直木賞受賞作『蜜蜂と遠雷』

2

俺はまだ、
神に愛されているだろうか?
ピアノコンクールを舞台に、
人間の才能と運命、
そし
て音楽を描き切った青春群像小説。
養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅にピアノを
持たない少年・風間塵16歳。かつて天才少女とし
て国内外のジュニアコンクールを制覇しCDデビュ
ーもしながら13歳のときの母の突然の死去以来、
長
らくピアノが弾けなかった栄伝亜夜20歳。音大出身
だが今は楽器店勤務のサラリーマンでコンクール
年齢制限ギリギリの高島明石28歳。完璧な演奏
技術と音楽性で優勝候補と目される名門ジュリア
ード音楽院のマサル・C・
レヴィ=アナトール19歳。
第１次から３次予選そして本選を勝ち抜き優勝す
るのは誰なのか?
（出版社紹介より記載）
i

‐今月のピックアップ ‐
3

発行所／島根県奥出雲町役場
編集／総務課
総務グループ

〒699-1592 島根県仁多郡奥出雲町三成 358番地1

1 水

3 月 の行事予定

2 木 ３歳児健診（Ｈ25年７月・８月生）
3

特設人権相談所
（ｶﾙﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ仁多、
横田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）13:00〜16:00
金
出張年金相談（役場仁多庁舎）10:00〜15:30

５ヶ月児健診
（Ｈ28年10月・11月生）
16 木 ４，

17 金 出張年金相談（役場横田庁舎）10:00〜15:30
古紙回収（鳥上、横田）

18 土 シンポジウム「奥出雲の神話とたたらを考える」
（横田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）14:00〜16:30

4 土 古紙回収（八川、馬木）

19 日 たたら体験操業（鳥上・古代たたら体験工房）8:30〜16:00

5 日

20 月 春分の日

6 月 こころの健康相談日（役場仁多庁舎）

21 火

7 火

22 水

8 水

23 木 オレンジカフェ（パスカル）

（多根自然博物館）
9 木 素読論語「仁多志学塾」

24 金 亀嵩幼児園・鳥上幼児園卒園式

10 金
11 土 古紙回収（布勢、阿井、三沢）

25 土

■ＴＥＬ：0854-54-2505 ■ＦＡＸ：0854-54-1229

日曜納付相談（役場横田庁舎）9:00〜12:00
12 日 結婚相談所（雲州そろばん伝統産業会館）
10:00〜12:00

26 日

13 月

29 水

14 火 結婚相談所（社協仁多事務所）13:00〜15:30

30 木

15 水

31 金

奥出雲町議会議員
一般選挙の執行予定について

ホームページアドレス URL:http://www.town.okuizumo.shimane.jp

１．選挙期日等
選挙期日の告示日
平成２９年４月18日（火）
選挙期日（投開票日）
平成２９年４月２３日（日）
２．立候補予定者説明会
日時 平成２９年３月２８日（火）
午後１時３０分から
場所 奥出雲町役場仁多庁舎
４階大会議室
※説明会には、立候補予定者１名につき
２名まで参加できます。

古紙回収（三成、亀嵩）
町内６幼児園卒園式（布勢・三成・阿井・横田・八川・馬木）

27 月
28 火 町議会議員 立候補予定者説明会

