
さ参巴善早赳天|フト昇副 01ユ欺舎LI守
∞昔留彗EH富皆天151ブ1引酬対～

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.

: 祖 岳毬き予迎本引 せ瑠。l子引引対 軒廻引ユ 奴合叫El.             :

: 犯 子毬書迎本剣 裡 引対 磐アl 引司村と 毬 人|せ せ 入卜寸Ol 剣せ。1 子豊腎叫叶.:

:せ判  毬言早迎■Oll 裡引d 叶 忌 スト昔611刀‖ な増。l ]引 引剰 曽二号 オきせ 毬 :

◆租呑毬善予毬オ引 呑付善?

せ超・せ裡号・記叫な。フ1把・乗き・毬手号・干嘲電・子三・程スト・料キキ利 号 瑠引rl.

◆組呑毬善予理オ引 ぞ増召三と?

な瑠毬 入卜背q ァ1召。1・l 利利71斗 書 711 H卜01引全言 工脅せ 召を 1 口l El 組手

口lを計引、ユ宍讐 吾留計と 釈ユニ 毬計引 な宅瑠引叶 工、碧三ユ 毬剖 豊宅毬 次書

各三三 せ 対刀叫、手引料 呑 引 ユ  さ 三三 電 。1叫 ユ 言 せ 利と 宍 三三 理 計q

な習瑠引叶

◆組呑毬善手毬升剣 な留引剰 讐フl引剖村と?

1 舎 書 を 択書州叫.

■オ 引を 引、料スト・二引 租 、刻利アl言 計刀叫 ユ言 き 手剣と 三三と 言斗

口1十三 舎書 書 娯書対叫 三 三と き告 人卜きせ キ 叡讐 君キ引き、せ署書 王書せ

杢号守書 ス1号腎入1叶

2 と 、ユ、電書 せ封利 讐二号 青州叶も

各Ollモを 口や1引杢オ Xllll1011碧瑠書 オ号凋書 き。lと 次Olオ号腎J El.

3 フ〕君。l■ 利刻アl言 書 瑚と 瑠斗 ヱ言 さ皇三 オ瑠対■.

叫理書 守司 アl瑠升 対刻フl言 計対 営 二号 青入1叶 ア1瑠斗 刻利ア‖言 書 引き

斗な封 号 三三 増斗 ユ言 /1瑠入1叶 フl碧。l Ll書 叫と ■月ユ三 毬 口1全ユ言

腎対叶

4 オ き毬 毬、書翌豊せ 引きe付 ォ青州叶.

号電毬 スト召。1叡 と 毬、。やl言斗 上毬 こ 号 理嘲宮°1叶 剖 理き迎オ引 裡司ア1

引を ォ千書 入卜守0‖球を 来Oll rll引ユ オ刻 戦二号 青対叶 迎き迎オオ キ刺書 瑚と

書理豊毬 plき書 寸封 讐と 釈。l子 ユ腎引El.

5 号 。lせ 幸書 瑚七 召°ll対引ユ 引き■封 讐二号 青州El.

せ電,フ1召 号 毬き迎オ 岳な°l 蚊書 君キ剣と 4/‐今司 干守書 弓計ユ せ召計と

次。1子 立青引叶 電、■ユ、対嘲せ号 号を 引ユ、科°l二 呑な。l Ll叶せ 手 5電 を善

瑠剣 奴二号 腎六1叫.



◆ぞ宅書 二今司 せ程計アl引剖村
口‖電 。卜瑠 フトキ 租把Ol租な せぞ (利こ書 刻と 号)計ユ,号引 なEH言利ユ書六l El

◆栂呑毬き手迎升斗 ぞ善 呑な。l奴書 瑠キ引と
召利書 せ刻 租Oll理対 せ電な青利F1011租斗計引、召利せき 乗書 尋毬計二号 書対El

栂呑毬き子理オOllせ毬 なけ恐子と El幸斗 ぞ舎J叫 。(電こOl三せ)

せ電な青利嘲  宮 01 9 -●0 3 - 8 3 0 8

(な?人1を9:oO～ 17:30)

なフ1な ?ス ‖な 。l引引と,0'9-● 29-54● ●工と●29-5472611

※ 召 租書 せ書 瑚と,キ ロト全ユ言 升手計二号 書入l El

※ ぞ 習 剣オ書 引剖、オ寺せ 毬 召赳書 せユ三 な嘲 子子工号フlせ書 Ol冬計対 讐工号

書ス1叶_

◆せ電 引引剣 引計引
せ電斗 青組三吾71岳な。1 以Ol村 召 租書 せ書 引, なフl せ電なせ組引三 こ引言

計ス1理 召利書 せ三裡 引三フlせ書 杢刻剖 二瑠引叶.

◆料ユ善・電寺善・q守善q舌 口l言
裡呑 毬き予倒オ引 キ 瑠e2 /‖ 電 召ニ

引計呵 料ユ予 ・電3幸 ・封せ引 辺立計利 讐善

【壬潤1モ引 剣】

料三善 :せ ・q.裡 理予 .毬▲理二 料モ ・ユフ1

刻今qニ ユ、オ千。‖ 号 凋 キ 家書 引 言

引守幸 号を 舌口l青人l rl,

・想租 ・斗電 子引 岳二瑠 ・瑠号料手 ・

劇OI Hl手二 ・こ千 ・ユ 引 上岳料号 号

電3号 :斗な対 ・q弁 ・口1キ・借手 ・村司3善 ・子。レ1対引 号

引守号 :キ刻工毬 口1杢ユ ・Allを刀l・ユ手な脅 ・電幸 ■ll刻・瑠4人 1三・杢号叫 (企号8

せ言 ・留杢刀l玉叫利)な 口‖守(剖電■ll言子瑠書 君キ引き せ二入1守 スト引刀l]理

司 千栂スl三)号

◆。l召 上と う電 '8電 電対引 釈瑠・l叫.利三せ 召上と 入l引 吾lH1 01封叫

電311口l租・裡こ 号剣対 軒毬 計六lユ 瑠瑠計刀l瑠号青入‖叶

(http://wttw.city.morioka iwate.jp/)

工J立剃 租なq71叫 利 せキ

くユ司立オ州 ユ租フlヨ手手斗603-8301〉(電こ引三せ)


