









CUE MUSIC JAMBOREE i n ゆうばり



市・道民税納期〆切

文化スポーツセンター休館日







運転免許更新時講習
（初回）

10：00〜20：00
マウントレースイ

13：00〜15：00
文化スポーツセンター

運転免許更新時講習（違反） 運転免許更新時講習
13：00〜15：00 文化スポーツセンター
（優良）
テレビ電話無料法律相談
13：00〜13：30
※事前要予約 社会福祉協議会
56−6004 15：00〜 老人福祉会館

市内巡回献血車
当番医

10：00〜11：30 農協本部前
12：00〜13：00 シチズン夕張㈱会社前
14：00〜16：00 農協南清水沢店前

夕愛クリニック

9：00〜17：00 53−3939



第38回夕張スポーツ
少年団柔道大会




文化スポーツセンター

運転免許更新時講習
（一般）
14：00〜15：00
文化スポーツセンター



読み聞かせの会
11：00〜
保健福祉センター 2階
問合せ先
図書コーナー56-6601

育児教室（コアラ）
14：10〜15：30
夕張高等養護学校



第37回北海道ラグビー
フットボール選手権大会
〜８日まで 9：00〜
平和運動公園

北海道クラブユースサ
ッカー選手権U-15大会
〜８日まで 9：00〜
平和運動公園

市内巡回献血車
10：00〜16：00 市役所前













げんきルーム

文化スポーツセンター休館日

9：15〜11：15 市内各保育園

年金相談

9：30〜
文化スポーツセンター







行政・心配ごと合同
相談

北海道クラブユースサ
ッカー選手権U-15大会

夕張市異業種振興協議会事務所
清水沢１丁目
10：00〜14：00

10：00〜15：00
夕張商工会議所

〜16日まで 9：00〜
平和運動公園

ＢＣＧ予防接種
14：00〜16：00 夕愛クリニック53−3939

テレビ電話無料法律相談

当番医 夕張医療センター

※事前要予約 社会福祉協議会
56−6004 15：00〜 老人福祉会館

9：00〜17：00 52−4339













夕張メロンオーケストラ

海 の 日

ごみ処理の有料化が
始まります

心の健康相談

〜16日まで 14：00〜
ホテルマウントレースイ

文化スポーツセンター休館日

夕張フリーライド（バイク）
〜16日まで 8：00〜
モータースポーツランド

クロスカントリーラリー北海道4デイズ2007
〜16日まで 8：00〜
モータースポーツランド



10：00〜 丁未風致公園

市民公開講座
「肺の健康サミット」

当番医

簗詰医院
9：00〜17：00 59−7026







三種混合予防接種

げんきルーム

14：00〜16：00
簗詰医院59−7026

中條医院







高校野球メロンリーグ

メロンリーグ野球合宿

固定資産税・都市計
画税・国民健康保険
料・介護保険料納期
〆切

二種混合予防接種






イースタンリーグ
日本ハム×巨人戦
13：00〜
平和運動公園野球場

二種混合予防接種
14：00〜16：00
南清水沢診療所59−7085

運転免許更新時講習（違反）
13：00〜15：00 文化スポーツセンター

夕張応援二胡コンサート

14：00〜16：00
中條医院58−2350
文化スポーツセンター休館日

13：00〜 老人福祉会館

テレビ電話無料法律相談
※事前要予約 社会福祉協議会
56−6004 15：00〜 老人福祉会館

当番医 南清水沢診療所
9：00〜17：00 59−7085







ゆうばり・フラガール・フェスティバル
12：00〜 文化スポーツセンター

第３回全国高等学校合同
ラグビーフットボール大会
〜23日まで 9：00〜
平和運動公園

無料法律相談
（前日までに要予約）
12：20〜15：30 市民研修センター
問合せ先 市民課市民係52−3104

スウィミングセンター夏季オープン










人権擁護／行政／心
配ごと 合同相談

近隣学童野球大会

10：00〜14：00
老人福祉会館

9：00〜
平和運動公園野球場

全日本エンデューロ
選手権（バイク）
〜29日まで 8：00〜
モータースポーツランド他

全市小・中学校１学期終業式

9：00〜17：00 58−2350




第21回参議院議員通
常選挙

11：00〜
保健福祉センター 2階
問合せ先
図書コーナー56-6601

14：00〜16：00
南清水沢診療所59−7085
※事前要予約
社会福祉協議会56−6004
15：00〜 老人福祉会館

〜８月２日まで
9：00〜
平和運動公園

読み聞かせの会

三種混合予防接種

ゆうばりキネマ・クラブ上映会
〈しゃべれども しゃべれども〉

〜８月３日まで
9：00〜
平和運動公園野球場

10：00〜11：30
保健福祉センター

9：15〜11：15 市内各保育園

テレビ電話無料法律相談



育児教室（カンガルー）

テレビ電話無料法律相談




中條医院58−2350
文化スポーツセンター休館日

当番医




10：00〜12：00
保健福祉センター

14：00〜16：00 ホテルシューパロ

13：00〜・18：00〜
文化スポーツセンター

10：00〜18：00 市民研修センター

※事前要予約
社会福祉協議会
56−6004
15：00〜
老人福祉会館
文化スポーツセンター休館日

祝日当番医 夕張医療センター
9：00〜17：00 52−4339

映画のある街夕張
三種混合予防接種
14：00〜16：00
「2007健康RUNRUN」

雪月花展 〜14日まで



運転免許更新時講習
（優良）
13：00〜13：30
文化スポーツセンター






アジア大学野球部合宿
〜12日まで 9：00〜
平和運動公園野球場

運転免許更新時講習
（一般）
14：00〜15：00
文化スポーツセンター

広報配布日





《夏休みこども自然体験キャンプ》
教育大学岩見沢校の学生たちによって企画・運営！！
◎開催日／８月８日（水）〜10日（金）
（２泊３日）
◎行き先／支笏湖オコタン野営場
◎参加対象／小学３年生から６年生
◎募集人数／15名
◎参加料／４千円（バス代・
保険料含）
◎引率者／能條歩氏
（同大学准教授）
同学生他
◎問合せ先 市社会教育課
56−6046



◎期間／７月21日（土）〜８月23
日（木）
◎時間／午前10時から午後５時
◎入館料／一般520（180）円、
高 校 生210（120）円、小・中
学生100（60）円 ※（ ）は
30名以上の団体料金
◎休館日／月曜日、７／22は全
日、７／24、８／22は午後１
時まで占用休館
◎問合せ 市社会教育課56−
6046


「夢みる美術〜心に画く10人の自由人」
◎日時 ７月14日〜９月９日 午前
10時〜午後５時
◎入場料 有料 ※アートクラブの
方は無料
【市民ギャラリー室展覧会】
・ゆうばり「禁煙ポスター」コンクー
ル入選作品展
・世界の禁煙ポスター展
◎日時 ７月22日〜８月５日 午前
10時〜午後５時
◎入場料 無料
◎問合せ先 美術館52−0930・市
社会教育課56−6046

