暮らしのカレンダー
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広報ゆうばり
２水

連休期間中の診療体制
９月21日 〜23日までは 祝日のため市 内医療機関は 休
診となりま すが、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）救 急体制につ いては消防署 で従来どおり 対
応いたします。

１火
●夕張市美術館３０周年
記念展（〜10/12）
9:30〜17:00 美術館
●運転免許更新時講習会
（初回）13:00〜15:00
文化スポーツセンター

●マラソン大会
（若菜中央小）
●運転免許更新時講習会
（違反）13:00〜15:00
文化スポーツセンター
●麻しん・風しん予防接種
14:00〜16:00
南 清水沢診 療所℡59-7085

●ご み 分別 勉 強 会
14:00〜本町６丁目集会所
● 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

７月
６日
●教 育 講 演 会
10:30〜12:00
清水沢小学校体育館
■図書コーナー休館日

日曜当番医
中條医院
9:00〜17:00 ℡58-2350

●乳児健康相談
10:00〜12:00
保健福祉センター
● ご み 分別 勉 強 会
10:00〜末広生活館
●三種混合予防接種
14:0 0〜 16:0 0
中條 医院 ℡5 8-2 350

●ごみ分別勉強会
14:00〜鹿の谷生活館
● 北方 領土 を知 る
夕 張市 民の つど い
18:00〜夕張商工会議所

●マラソン大会
（緑小学校
●げんきルーム
9:15〜11:15
新夕張・清陵保育園
●ごみ分別勉強会
10:00〜千代田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
●ポリオ予防接種
14:00〜16:00
夕愛クリニック℡53-3939
●テレ ビ電話 無料法律 相談
(事前要予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00〜老人福祉会館

●げ ん キ ッズ ！
9 : 3 0 〜1 2 : 4 5
緑 ヶ 丘保 育 園
●年 金 相 談
10:00〜15:00
夕張商工会議所
市市民保険G℡52-3104
● ご み 分 別勉 強 会
14:00〜若菜生活館

● ごみ分別勉強会
10:00〜平和集会所

■図書コーナー休館日
■美術 館休館 日
■文化スポーツセンター
休館日

２０日

２１月 敬老の日

２２火 国民の休日

●ミニバス南空知大会
（〜21日）9:00〜
文化スポーツセンター
■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

２７日

●日刊スポーツ少年サッ
カーフェスティバル
(〜23日）
9:00〜平和運動公園

■図書コーナー休館日

１７ 木

●ごみ分別勉強会
10:00〜宮前清栄生活館

２８ 月

２９火

●ごみ分別勉強会
18:00〜滝の上生活館

●げんきルーム
9:15〜11:15
新夕張・清陵保育園
●ごみ分別勉強会
10:00〜紅葉山会館
■文化スポーツセンター
休館日

■図書コーナー休館日
■美 術館休 館日
■文化スポーツセンター
休館日

４日

５月

●バトミ ントンシ ニア
オープン 9:00〜
文化スポ＾ツセンター

●育児教室（カンガルー）
10:00〜12:00
保健福祉センター
●ＢＣＧ予防接種
14:00〜16:00
中條医院 ℡58-2350

■図 書コー ナー休 館日
■美 術館休 館日
■文化スポーツセンター

●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

●夕張岳縦走登山
15:00 集合：清水沢お 買
い物駐車場

●学校祭〜
千代田中学校（〜19日）
●読み 聞かせ の会
11:00〜
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601
●ごみ分別勉強会
14:00〜南清水沢生活館
●育児教室（コアラ）
14:10〜15:30
夕張高等養護学校

１９土
●無料 法律 相 談
（前日までに要予約）
12:30〜15:30
市民研修ｾﾝﾀｰ
市市民保険G℡52-3104
●チャリティーゆうばり
芸能特選
13:00〜
ゆうばり市民会館

２５金

２６ 土

●ごみ分別勉強会
10:00 〜清陵町さわやか
ホール

●マラソン大会
(夕張小学校)
●人権/行政/心配ごと
合同相談
10:00〜14:00
老人福祉会館
●ごみ分別勉強会
14:00〜農業研修センター
■文化スポーツセンター

●ミニ バス 南 空知 大会
(〜27日）9:00〜
文化スポーツセンター

■美術館休館日
■文化スポーツセンター
休館日

●国 民健 康保 険料 ・介
護保 険料 ・後 期高 齢者
保険料納期
●ごみ分別勉強会
10:00〜真谷地６区集会所

１２土

２４木

３０水

日曜当番医
夕張市立診療所
9:00〜17:00℡ 52-43 39

日曜当番医
簗詰医院
9:00〜17:00 ℡59-7026

２３ 水 秋分の日

■図書コーナー休館日

■図書コーナー休館日

■図書コーナー休館日

■図書コーナー休館日

●学校祭 〜緑陽 中学校
●ＳＬフェスティバル
（〜６日）
● 清光 園 秋 のふ れ愛
まつり10:00〜
清光園正面駐車場

１８ 金

１６ 水
●げんきルーム
9:15〜11 :15
新夕張・清陵保育園
●三種混合予防接種
14:00〜1 6:00
夕愛ｸﾘﾆｯ ｸ℡53-3939
● ご み分 別 勉 強 会
14:00〜清水沢生活館
●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

５土

夕 張市 立診療 所℡ 52-4339

１１金

日曜当番医
夕愛クリニック
9:00〜17:00 ℡53-3939

● ご み 分別 勉 強 会
14:00〜はまなす会館

●読み聞 かせの 会
11:00〜
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601
●ごみ 分 別勉 強 会
10:00〜末広集会所（翔）

１０木

● 高齢 者「 囲碁 ・マ ー
ジャン・将棋大会」
10:30〜老人福祉大会
●三種混合予 防接種
14:00〜16:00
簗詰医院 ℡59-7026
●交流作品作り
16:00 〜
夕張高 等養護学校
●ごみ分別勉強会
18:00〜富野生活館

■図書コーナー休館日

４金

●ご み分 別 勉強 会
10:00〜末広集会所（恵）
●運転免許更新時講習会
（優良）13:00〜13:30
文化スポーツセンター
●運転免許更新時講習会
（一般）14:00〜15:00
文化スポーツセンター
●ＢＣＧ予防接種
14:00〜18:00(要予約）

９水

１５火
１４月

３木

８火

■図書 コーナ ー休 館日
■美術 館休館 日
■文化スポーツセンター
休館日

１３ 日

９月

１０/１木

２金

●ごみ分別勉強会
14:00〜真谷地生活館

●三種混合予防接種
14:00〜16:00
南清水 沢診療所 ℡59-7085

●ごみ分別勉強会
10:00〜楓生活館
●読み 聞かせ の会
11:00〜
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601
市市民保険G℡52-3104

３土
●夕 張市 民吹 奏 楽団 演
奏会 ゆうばり市民会館
開場15:30
開演16:00

■文化スポーツセンター
休館日

清光園

秋のふれ愛まつり
と

き ９月５日(土）
午前10時〜午後３時
ところ 清光園 正面駐車場
◎雨天の場合は施設内にて行います

問合先 清光園 ５９−６２１３

と

き
９月 ５日(土）
開場 午後 １時３０ 分
開演 午後 ２時
ところ ゆう ばり市民 会館大 ホール
入場 料
大人
４９０ 円
小中 高生 無 料
問 合先 音 楽協会 事務局(滝口 ）℡ 59-4660

市民音楽の夕べ

