
２１日

第23回参議院議員
通常選挙投票日
7:00～20：00

●北海道シニアサッカー
道央リーグ 9:00～
平和運動公園
●西日本少年野球予選
大会（～25日）9:00～
平和運動公園野球場

■図書コーナー休館日

日曜当番医

簗詰医院
9:00～17:00☎59-7026

１４日
●夕張メロンオーケス
トラ2013（公開練習）
9:00～ホテルシューパロ

■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

１１木
●４種混合予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所☎52-4339
■夕張温泉 夕鹿の湯
休館日

２８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

１２金
●育児教室（コアラ）
10:00～11:45
保健福祉センター

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56- 5 66 6

１３土
●全道郵政サッカー大会
（～14日）9:00～
平和運動公園
●北海道クラブユースサッカー
大会（U-15）（～14日）
9: 00～ 平和運動公園
●Ｄ１トーナメント少年
野球大会（～15日）
9:00～平和運動公園野球場
●夕張メロンオーケスト
ラ2013（公開練習）
14:00～ホテルシューパロ

２９月
●２種混合予防接種
14: 0 0～16 : 0 0
中條医院☎58- 2 35 0

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

２３火
●沼ノ沢保育園夏祭り

●高校生夕張キャンプ
第Ⅰ期（～26日）
●畠 山哲 雄と 小林 政
雄の炭鉱風景展
（～8月8日）
8:45～17:30
市役所２階「あずましい」
●商工会議所臨時窓口
相談室 9:00～12:00
清水沢地区公民館
●ＣＯ．ＣＯ．フレ
～お楽しみ交流会～
16:30～17:30
夕張高等養護学校

２２月
●ＢＣＧ・３種混合予防接種
14: 0 0～16 : 0 0
中條医院☎58-2 3 5 0

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

１６火
●商工会議所臨時窓口
相談室 9:00～12:00
清水沢地区公民館

●４種混合予防接種
14: 0 0～16: 0 0
簗詰医院☎59- 7 02 6

■文化スポーツセンター
休館日

１７水
●げんきルーム（2歳以上）
9:1 5～11:1 5
新夕張保育園
●第43回雪月花展
（～20日）
10: 00～18：00
清水沢地区公民館
●司法書士相談
13: 00～16: 00
南部コミュニティセンター
☎56-5 6 6 6

■文化スポーツセンター
休館日

１５月 海 の 日

●夕張メロンオーケスト
ラ2013（コンサート）
入場無料
13:3 0～
ホテルマウントレースイ
■図書コーナー休館日

２５木
●新夕張保育園夏祭り

●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

●ゆうばり貯筋体操
13:30～15:30
文化スポーツセンター
■夕張温泉 夕鹿の湯
休館日

２６金
●夕張高等養護学校
終業式
●育児教室（コアラ）
10:00～11:45
保健福祉センター

●行政相談
10:00～14:00
老人福祉会館
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56- 56 6 6

２７土
●夕張復興ジュニアサッ
カーフェスティバル
（～28日） 9: 00～
平和運動公園

●鹿の谷ゼミナール
13：00～15：00
日本キリスト教会夕張教会

２０土
●北海道クラブユースサッ
カー大会（U-15）（～21日）
9: 00～
平和運動公園
● 中村真衣さんの水泳

教室 10:00～
清水沢プール
●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

●産炭地域こども交流事
業（～21日）14: 00～
夕張岳とヒュッテ周辺

暮らしのカレンダー
広報ゆうばり

８月
●４種混合予防接種
14: 0 0～16 : 0 0
中條医院☎58- 2 35 0

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日

１０水
●げんきルーム（0～1歳）
9:1 5～11:1 5
新夕張保育園
●エンディングノート
書き方講座
10: 00～12: 00
清水沢地区公民館

●セー フ ティ コ ール
と交通安全講習
12: 30～清水沢駅前公園

●司法書士相談
13: 00～16: 00
農業研修センター
☎56-5 6 6 6
●ポリオ予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所☎59-7085
●ＢＣＧ・３種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939

１８木
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園

●劇団えりっこ人形劇
「へそどろぼう」
10:30～ 緑ヶ丘保育園

●麻しん風しん予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所☎52-4339

１９金
●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
☎56-5 6 6 6

●７月定例教育委員会
16:00～ 市役所３階

２４水
●清 陵 保育 園 夏祭 り
●１学期終業式（ユー
パロ幼稚園・ゆうばり小・
夕張中・夕張高校）
●司法書士相談
13:00～16:00
紅葉山会館
☎56- 5 66 6
●４種混合予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所☎59-7085
●２種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939
●太極拳無料体験会
18:30～20：00
清水沢地区公民館

8/1木
●脳検診 8:30～13:00
文化スポーツセンター柔道場

●高校野球合宿メロンリー
グ（～5日）9:00～
平和運動公園野球場

●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園

●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
●４種混合予防接種

（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所☎52-4339

３1水
●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

●脳検診 8:30～16 :00
文化スポーツセンター柔道場
●夕張メロンカップ
Ｕ18ユースサッカーフェ
スティバル（～8月4日）
9:00～ 平和運動公園
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56- 5 66 6
●ＢＣＧ・３種混合
予防接種（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所☎59-7085

２金
●ふれあいサマース
クール 9:30～14：00
夕張高等養護学校
●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
☎56-5 6 6 6

７日
●夕張高校学校祭
ステージ発表
9:00～17:50
●ボランティア愛ラン
ド北海道inゆうばり
9:00～17:00
文化スポーツセンター
●北海道学生サッカー
リーグ 10: 00～
平和運動公園

■図書コーナー休館日

日曜当番医

夕愛クリニック
9:0 0～17:00☎53-3939

５金
●ユーパロ幼稚園
七夕行事

●緑ヶ丘保育園
七夕まつり

●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
☎56- 5 66 6

９火
●商工会議所臨時窓口
相談室 9:00～12:00
清水沢地区公民館

●全空知中体連サッカー
大会（～10日）9:00～
平和運動公園
●麻しん風しん予防接種
14: 0 0～16: 0 0
簗詰医院☎59- 7 02 6

３０火
●商工会議所臨時窓口
相談室 9:00～12:00
清水沢地区公民館

●各種医療受給者証の

更新 10:00～15:00

市役所２階ロビー

３土
●ＳＯＵＳＥＩ ＣＵＰ
バスケット大会（～7日）
9:00～
文化スポーツセンター

４日

■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

６土
●北海道クラブユースサッ
カー大会（U-15）（～7日）
9:00～ 平和運動公園

●夕張高校学校祭
パレード12:30～15：15
夕張高校～清水沢駅

４木
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園
●育児教室（カンガルー）
10:00～11:45
保健福祉センター
●無料法律相談
（前日までに要予約）
市市民係☎52-3104
12:30～15:00
はまなす会館
●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
●ゆうばり貯筋体操
13:30～15:30
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
●ポリオ予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所☎52-4339

２火
●保 育協 会の 園児 た
ちの作品展（～18日）
8:45～17:30
市役所２階「あずましい」
●商工会議所臨時窓口
相談室 9:00～12:00
清水沢地区公民館
●運転免許更新時講習
（初回）（要事前手続）
13:0 0～15:0 0
文化スポーツセンター
●ポリオ予防接種
14: 0 0～16 : 0 0
簗詰医院☎59-7 0 2 6

３水
●運転免許更新時講習
（違反）（要事前手続）
13:00～15:00
文化スポーツセンター
●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会
☎56- 5 6 66
●４種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939

●４種混合予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所☎59-7085

２ ０ １ ３

７月

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 ☎５３－４１２２ (24時間体制）

までお尋ねください。

１月
●全国安全週間（～7日）

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター

休館日

●夕張岳へ林道の開放

（～9月30日）

※ヒュッテ手前約7㎞地

点で車両通行止めとなっ

ています。復旧時期未定。

清水沢プール

オープン！

～８月25日

三洋電機社製の洗濯乾燥機（2005年9

月から2009年2月に製造された製品が

対象）から火災事案が発生しています。

問合せ先 三洋電機株式会社相談室

☎0120-34-9180（9時～17時）

大人310円

高校生100円

中学生以下
無料

節電に協力を
7月1日～9月30日

（8月13日～15日を除く）

平日9時～20時

アディーレ会館ゆうばり

受付場所変更

◆場所 １階事務所

◆電話・ＦＡＸ 52-3566


