
1７日

■図書コーナー休館日

日曜当番医
中條医院
9:00～17:00 ℡58-2350

1０日
●小学生スキー教室
10:00～14:30
マウントレースイスキー場

■図書コーナー休館日

日曜当番医
簗詰医院
9:00～17:00 ℡59-7026

７木
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係℡52-3104
12:30～15:00
南部コミュニティセンター
●運転免許更新時講習
（優良）（要事前手続）
13:00～13 :30
文化スポーツセンター

●運転免許更新時講習
（一般）（要事前手続）
14:00～15 :00
文化スポーツセンター

2４日

■図書コーナー休館日

日曜当番医

夕愛クリニック
9:00～17:00 ℡53-3939

８金
●司法書士相談
13: 00～16: 00
若菜ふれあいサロン

問合せ℡56- 5 6 6 6

９土
●小学生スキー教室
10:00～14:30
マウントレースイスキー場

2５月
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター
●運動普及サポーター
養成講座
13:30～15:00
市民研修センター
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
中條医院℡58-2350

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

１９火
●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

１８月
●確定申告相談
9:0 0～17:0 0
市役所２階

●運動普及サポーター
養成講座
13: 30～15: 00
市民研修センター

●三種混合予防接種
14:00～16:00
中條医院℡58-2350

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

1２火

●三種混合予防接種

14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

■文化スポーツセンター
休館日

1３水
●司法書士相談
13:00～16:00
農業研修センター
問合せ℡56- 5 66 6

●三 種混合 予防 接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085
●実践英会話教室
18:00～20:00
市民研修センター

■文化スポーツセンター
休館日

1１月 建国記念の日

■図書コーナー休館日

2１木
●ゆうばり国際ファン
タスティック映画祭
2013（～25日）
アディーレ会館ゆうばり

ほか

●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●乳幼児健康診査
13:00～16:00
保健福祉センター

●ＢＣＧ予防接種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339
●2月定例教育委員会
16:00～
市役所３階

2２金
●確定申告相談
9:00～17 :00
市役所２階
●行政/心 配ごと合 同
相談
10:00～14:00
老人福祉会館

●緑ヶ丘保育園
１日入園
10:00～11：30
緑ヶ丘保育園
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
問合せ℡56- 5 6 6 6

2３土

1６土
●卒団記念夕 張少年
フットサル大会
（～17日）
9:00～17:00
文化スポーツセンター

●無料法律相談

（前日までに要予約）
市市民係℡52-3104
12:30～15:30
市民研修センター

２０１３

２月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

４月
●不活化ポリオ予防接種
14:00～16:00
中條医院℡58-2350

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター

休館日

６水
●げんきルーム
9:15～11:15
清陵保育園
●運転免許更新時講習
（違反）（要事前手続）
13:0 0～15:0 0
文化スポーツセンター
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939
●司法書士相談
13:0 0～16:0 0
社会福祉協議会
問合せ℡56- 5 6 66

1４木
●献血車巡回
10:00～11:30
農協本部前
12:00～13:00
シチズン夕張㈱前
14:30～16:00
市役所本庁舎前
● 三種混 合予防 接種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

1５金
●社会保険事務相談
（年金相談）
（２日前までに要予約）
℡0126-38-8000
10:00～15:00
アディーレ会館ゆうばり
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
問合せ℡56-5 6 6 6
●育児教室（コアラ）
14:15～15:30
夕張高等養護学校

２土

2０水
●げんきルーム
9:15～11:15
清陵保育園

●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●司法書士相談
13:00～16:00
南部コミュニティセンター
問合せ℡56- 5 66 6
●麻しん・風しん予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085
●三種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

２８木
●固定資産税・都市計画
税、国民健康保険料、
介護保険料、後期高齢者
医療保険料納期
●確定申告相談
10:0 0～16:0 0
市民研修センター
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係℡52-3104
12:30～15:00
市民研修センター
●1歳６ヶ月児・３歳児
健診、２歳児歯科健診
13:0 0～16:0 0
保健福祉センター
●不活化ポリオ予防接種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339
●今後の公共交通に関す
る全体説明会
18:0 0～
市民研修センター

２７水
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター
●不活化ポリオ予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085

●司法書士相談
13:00～16:00
紅葉山会館
問合せ℡56- 5 6 6 6

3/1金
●夕張高等学校卒業式
●ひなまつり（市内各
保育園）
●確定申告相談
10:00～16: 00
市民研修センター

●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

３日
●ゆうばり寒太郎祭り
10:00～14 :30
ＪＲ新夕張駅前

■図書コーナー休館日

日曜当番医

夕張市立診療所
9:00～17:00 ℡52-4339

５火
●運転免許更新時講習
（初回）（要事前手続）
13:00～15:00
文化スポーツセンター

２土
●少年フットサル大会
「ビックトマトスマイル
カップ」（～3日）
9:00～17:00
文化スポーツセンター

３日

■図書コーナー休館日

日曜当番医

南清水沢診療所
9:00～17:00 ℡59-7085

４月
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター
●運動普及サポーター
養成講座
13:30～15:00
市民研修センター
●不活化ポリオ予防接種
14:00～16:00
中條医院℡58-2350

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

２６火
●ユーパロ幼稚園
１日入園

●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター

●不活化ポリオ予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

５火
●確定申告相談
10:00～16 :00
市民研修センター
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

ゆうばり寒太郎祭り
と き ２月３日（日）午前１０時～午後２時３０分
ところ ＪＲ新夕張駅前

J寒太郎コンテスト J雪氷の巨大滑り台

J雪だるまコンテスト J空手演武

J夕張太鼓 Jかまくら体験

J雪を使ったゲーム

実行委員会 É５３－２５８８

１金
●全国 一斉 奨学金 問
題ホットライン
012 0 - 4 5 9 - 7 8 3
●藤崎美里習字展（～8
日） 8:45～17:30
「あずましい」市役所２階
●新夕 張・ 清陵・ 沼
ノ 沢・紅 葉山・ 緑ヶ
丘保育園節分行事
●ユーパロ幼稚 園節分
行事
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●司法書士相談
13:00～16: 00
若菜ふれあいサロン

問合せ℡56- 5 6 6 6

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭２０１３

＜一歩その先へ＞

期 間 ２月２１日～２月２５日
会 場 アディーレ会館ゆうばりほか

問合せ先 映画祭事務局

É５３－２６３７

チケッ
ト

映画祭情報
http://yubarifanta.com

出店もあります

休日・夜間の急病で「救急車を呼ば
ないまでも、お医者さんに診察して
もらいたいが、どこの病院へ行った
らよいか」などのご相談は
消防署 電話５３－４１２２
までお尋ねください。
(24時間体制）


