
１８日

●ユーパロ幼稚園卒園式

■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日
●夕 張 高校 吹 奏 楽 局
Ｏ Ｂ・ Ｏ Ｇ 会ス プ リ
ングコンサート
14:0 0～15:3 0
アディーレ会館ゆうばり

■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

８木
●確定申告相談
10:0 0～19:00
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

●運転免許更新時講習
（優良）（要事前手続）
13:0 0～13:30
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）
14:0 0～15:00
文化スポーツセンター

２５日
●緑ヶ丘保育園卒園式

●赤十 字 救 急 法 短期
講習会
13:00～17:00
文化スポーツセンター

●演劇 ｢三弦 橋まで」
公演
アディーレ会館ゆうばり
開演 13：30

■図書コーナー休館日

日曜当番医
簗詰医院
9:00～17:00 ℡59-7026

９金
●確定申告相談
10: 00～16: 00
市民研修センター

●育児教室（カンガルー）
10: 00～12: 00
保健福祉センター

１０土

２６月
■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

２０火 春分の日

■図書コーナー休館日

１９月
●ゆうばり小学校

卒業式

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

１３火
● 夕張中学校卒業式

●確定申告相談
9:00～17: 00
市役所２階

●三種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026
●ＣＯ．ＣＯ．フレ
～夕張高校吹奏楽局
演奏会
16:40～17 :30
夕張高等養護学校

１４水
●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階
●三種混合予防接種
(要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085

●テレビ電話無料法律相談
(要事前予約）
社会福祉協議会℡ 56-6004
15:00～老人福祉会館

１２月
●確定申告相談
9:00～19 :00
市役所２階
●ＢＣＧ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

２２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
市民研修センター

●地域支え合いマップづ
くりセミナー
13:00～15:00
市民研修センター

２３金
●ユーパロ幼稚園終業式

● ゆうばり小学校修了式

● 夕張中学校修了式

● 夕張高校修了式

● 夕張高等養護学校
卒業式・修了式

●行政/心配ごと
合同相談
10: 00～14: 00
老人福祉会館

２４土
●市内各保育園卒園式

１７土
●夕老連世代間
スポーツ交流会
9:00～
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

13:00～17:00
・はまなす会館
・市民研修センター
・南部コミュニティセンター
・紅葉山会館

２０１２

３月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

５月
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日

７水
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター
●心の健康相談
10:00～12:00
保健福祉センター
●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

●ＢＣＧ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

●テレビ電話無料法律相談
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

１５木
●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●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

●乳幼児健康相談
13:00～16:00
保健福祉センター

●三 種混合 予防接 種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

１６金
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

３土
●スマイルカップはじ
めてのおとまりフット
サル大会（～４日）
9:00～
文化スポーツセンター

２１水
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085
●テレビ電話無料法律相談
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

●3月定例教育委員会
16:00～
市役所３階

■文化スポーツセンター
休館日

２９木

２８水
●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
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

３０金

４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

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。

２金
●確定申告相談
10: 00～16: 00
市民研修センター

●育児教室（コアラ）
10: 00～11: 30
保健福祉センター
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

６火
●確定申告相談
10:0 0～16:0 0
市民研修センター

●運転免許更新時講習
（初回）（要事前手続）
13:0 0～15:0 0
文化スポーツセンター

１木
●夕張高校卒業式
●確定申告相談
10:0 0～16:00
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

●地域支え合いマップづ
くりセミナー
13:0 0～15:00
市民研修センター

２７火

３１土

４/１日
●緑ヶ丘保育園入園式

■図書コーナー休館日

日曜当番医
中條医院
9:00～17:00 ℡58-2350

２月
●市内各保育園入園式

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日

３火
●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

４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

●テレビ電話無料法律相談
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

5木
●運転免許更新時講習
（優良）（要事前手続）
13:0 0～13:30
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）
14:0 0～15:00
文化スポーツセンター

６金
●ゆうばり小学校

始業式・入学式

●夕張中学校

始業式・入学式

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

７土

8日
●ユーパロ幼稚園
始業式・入園式

■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

３月１７日の無料法律相談会は

13:00～17:00
²はまなす会館
²市民研修センター
²南部コミュニティセンター

²紅葉山会館 で開催します

（前日までに要予約）

市市民係 ℡52-3104

苫小牧市民参加演劇祭実行委員会夕張市公演

と き ３月２５日（日）
午後１時３０分開演

ところ アディーレ会館ゆうばり
入場料 大人 ８００円

高校生以下 ３００円
問合せ先 夕張実行委員会

☏090-3019-1735

託児所あります

※要事前申込み

無料バス運行

＊滝ノ上～

＊南部～

次号、４月号の広報ゆうばりは４月９日に配布いたします。 市総務係 ☎５２－３１７０




