
暮らしのカレンダー 2017

９月広報ゆうばり

●夕張中学校学校祭（～
２日）
夕張中学校
●地域活動センター作
品展（～７日)
市役所２階「あずましい」
●育児教室（カンガルー）
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
☎56－5666

１金
●保育園運動会
（新夕張保育園、沼ノ沢
保育園）
●ＮＴＴ北海道サッカー
大会（～３日）
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●日本リトルシニア中学
硬式野球大会
サングリンスタジアム

２土

●健康診査
６:30～10:00
農業研修センター
■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館・市
民研修センター休館日
◇日曜当番医
夕張市立診療所
９:00～17:00
☎52－4339

◆運転手のみなさんは
夕暮れ時からの夜間には、歩行者などの

発見が遅れがちになるので、交差点では徐
行し、しっかり安全確認するとともに、対向
車や先行者がいない場合は、走行用前照灯
（いわゆるハイビーム）を使用しましょう。
◆家庭では
夕暮れ時や夜間に外出するときは、明る
い服装や反射材を着用しましょう。
◆セーフティコールゆうばり
と　き　９月21日　午後１時30分
ところ　紅葉山武道館横

３日
●健康診査
６:30～10:00
南清水沢生活館
●日本脳炎予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

４月

●健康診査
６:30～10:00
市民研修センター
●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●健康診査
13:00～14:30
市民研修センター
●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
●ゆうばり小学校地域
参観日
13:25～15:00
ゆうばり小学校
●日本脳炎予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59－7026

５火
●健康診査
６:30～10:00
紅葉山武道館
●文スポ楽楽運動教室
９:45～
文化スポーツセンター
●健康診査
13:00～14:30
紅葉山会館
●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
夕張商工会議所
若菜ふれあいサロン
☎56－5666

６水
●無料法律相談（前日ま
でに要予約）
12:30～15:00
ゆうばり共生型ファーム
市市民課市民係
☎52－3104
●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

７木

●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
☎56－5666

８金

●滝ノ上神社祭（～10
日）
●紅葉山神社祭（～10
日）
●日本リトルシニア中学
硬式野球大会（～10日）
サングリンスタジアム
●保育園運動会（清陵保
育園）
●道央ブロックカブス
リーグＵ－15
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●南空知カップミニバス
大会（～10日）
文化スポーツセンター

９土

■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館・市
民研修センター休館日
◇日曜当番医
中條医院
９:00～17:00
☎58－2350

10日
●麻しん風しん予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

11月

●夕張中学校美術部作
品展（～27日）
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
●ゆうばり脳トレ運動教
室
10:00～11:30
清栄生活館
●高齢者囲碁・麻雀・将
棋大会
10:30～
老人福祉会館
●ゆうばり脳トレ運動教
室
13:30～15:00
南部コミュニティセンター
●麻しん風しん予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59－7026

12火
●げんきルーム
９:30～11:30
清陵保育園
●司法書士相談
13:00～16:00
農業研修センター
若菜ふれあいサロン
☎56－5666
●ＦＰ行政書士無料相
談会
13:00～17:00
清水沢地区公民館
●日本脳炎予防接種（要
予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所
☎59－7085

13水
●沼ノ沢神社祭（～15日）
●生活相談会
13:30～16:00
清水沢地区公民館
●水痘・ＢＣＧ予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

14木

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56－5666

15金

■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館・市
民研修センター休館日
◇日曜当番医
南清水沢診療所
９:00～17:00
☎52－7085

１日
●夕張高校　後期始業
式
●国民健康保険料、介護
保険料、後期高齢者医療
保険料納期
●日本脳炎予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

２月

●大型ごみの収集（詳細
は本紙）
●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●日本脳炎予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59－7026

３火
●大型ごみの収集（詳細
は本紙）
●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
●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

４水

●大型ごみの収集（詳細
は本紙）
●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
●こころの健康相談
15:00～16:30
保健福祉センター
●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

５木

●育児教室
（カンガルー・コアラ）
10:00～11:45
保健福祉センター

６金

●日本リトルシニア中学
硬式野球大会（～18日）
サングリンスタジアム
●ミニバスケットボール
ポップサマー決勝大会
（～17日）
文化スポーツセンター
●無料法律相談（前日ま
でに要予約）
12:30～15:30
清水沢地区公民館
市市民課市民係
☎52－3104
●鹿ノ谷ゼミナール
13:00～15:00
日本キリスト教会夕張教
会

16土

■清水沢地区公民館・市
民研修センター休館日
■図書コーナー休館日

17日
●公衆浴場高齢者等無
料開放
宮前町、真谷地、清陵
■図書コーナー休館日

18月   敬老の日
●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●ゆうばり脳トレ運動教
室
10:00～11:30
清栄生活館
13:30～15:00
南部コミュニティセンター
●４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

19火
●司法書士相談
13:00～16:00
南部コミュニティセンター
若菜ふれあいサロン
☎56－5666
●４種混合予防接種（要
予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所
☎59－7085
■文化スポーツセンター
休館日

20水

●秋の交通安全運動（～
30日）
●セーフティコールゆう
ばり
13:30～
紅葉山武道館横
●９月定例教育委員会
16:00～
市役所３階
●４種混合予防接種（要
予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

21木

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56－5666
●行政相談
９:00～12:00
老人福祉会館
社会福祉協議会
☎56－6004

22金
●ミニバスケットボール
ポップサマー決勝大会
（～24日）
文化スポーツセンター
●市民パークゴルフ大会
９:00～
紅葉山パークゴルフ場を
守る市民の会
大谷☎58－3011
●清水沢まちあるき
14:00～15:30
ＪＲ清水沢駅集合
■図書コーナー休館日

23土   秋分の日

■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館・市
民研修センター休館日
◇日曜当番医
夕張市立診療所
９:00～17:00
☎52－4339

24日
●夕張高校体育祭（～
26日）
●４種混合予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

25月

●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●ゆうばり脳トレ運動教
室
10:00～11:30
清陵町さわやかホール
13:30～15:00
末広集会場
■文化スポーツセンター
休館日

26火 ●夕張高校
前期終業式
●司法書士相談
13:00～16:00
紅葉山会館
若菜ふれあいサロン
☎56－5666

27水

●無料法律相談（前日ま
でに要予約）
12:30～15:00
清水沢地区公民館
市市民課市民係
☎52－3104
●日本脳炎予防接種（要
予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

28木

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
56－5666

29金

●ゆうばり図書まつり
９:00～21:00
図書コーナー
☎56－6601

30土

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」などの相談は
消防署
☎53－4122
までお尋ねください。
（24時間体制）

９月21日～30日は
秋の交通安全運動

問合せ先　交通安全対策本部事務局（南支所）
　　　　　　　　　  　☎59―6111

（24時間体制）


