
１８日
●夕張相撲選手権大会
9:00～15:00
文化スポーツセンター

●会長杯バドミントン
大会 9:00～15:00
文化スポーツセンター

●夕張柔道連盟 秋季
昇段審査会 10:00～
文化スポーツセンター
●第４回夕張歌謡会チャ
リティー発表会
12:00～
はまなす会館

■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
●ＪＣミニバレーボー
ル大会9:00～17:00
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

８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）
10:00～12:00
保健福祉センター

●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
●三種混合予防接種

（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

2５日

■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
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン

問合せ℡56-5666

●育児教室（コアラ）
10:00～11:30
保健福祉センター

１０土
●保育園お遊戯会
(新夕張、沼ノ沢）

２6月
●古本市（～30日）
9:00～17:00
南支所
●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

２０火
●古本市（～30日）
（23・25・26日は休館）

図書コーナー

１９月

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

１３火
●三種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

１４水
●もも倶楽部
10:0 0～12:0 0
清水沢地区公民館
●こころの健康相談
10:0 0～12:0 0
保健福祉センター

●司法書士相談
13:00～16:00
農業研修センター
問合せ℡56-5666

●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
●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

１２月
●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

２２木
●行政/心配ごと合同
相談 10:00～14:00
老人福祉会館

●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

２４土
●日刊スポーツ少年フッ
トサル大会（～25日）
9:0 0～
文化スポーツセンター

１７土
●保育園お遊戯会
(清陵、紅葉山）

●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

暮らしのカレンダー
広報ゆうばり

５月
■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日

７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
●三種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939
●ＢＣＧ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
社会福祉協議会
問合せ℡56-5666

●実践英会話教室
18:00～20:00
市民研修センター

１５木
●緑風展（～12/17日）
8:45～17：30
市役所２階「あずましい」
●セーフティコールと
交通安全教室 13:30～
文化スポーツセンター

●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
●年末調 整等 説明 会
14:0 0～15:3 0
市民研修センター

１６金
●ゆう小まつり

ゆうばり小学校

●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

問合せ℡56-5666

●冬道運転ＤＶＤ上映会
①13：30～
②18：30～
清水沢地区公民館

２１水
●げんきルーム
9:15～11:1 5
清陵保育園
●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℡56-5666
●三種混合予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085
●不活化ポリオ予防接
種14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939
●１１月定例教育委員会
16:00～
市役所３階

●実践英会話教室
18:00～20: 00
市民研修センター

２９木
●乳幼児健康相談
13:00～16: 00
保健福祉センター

●市長 との ふれ あい
トーク 18: 00～
市民研修センター

２8水
●げんきルーム
9:1 5～11:1 5
清陵保育園
●司法書士相談
13:00～16:00
はまなす会館
問合せ℡56-5666

●市長と のふ れあい
トーク 18:00～
紅葉山会館

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

６火
●不活化ポリオ予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026
■文化スポーツセンター
休館日

２7火
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

■文化スポーツセンター
休館日

２日
●夕張選手権バレーボー
ル大会 9:00～16:00
文化スポーツセンター

■図書コーナー休館日

日曜当番医

中條医院
9:00～17:00℡58-2350

３土 文化の日

●図書まつり
9:00～21:00
保健福祉センター

●夕張SMI L E L I V E
2 0 1 2 開場13 : 0 0

開演13 : 3 0
紅葉山武道館
問合せ℡080-1883-0350
（阿部）
●七宝焼き体験教室
15:00～17:00
清水沢地区公民館

２ ０ １ ２

11月

３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

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）

市長とのふれあいトーク

＜市政懇談会＞

11月28日(水）18時 はまなす会館

11月29日(木）18時 市民研修センター

11月30日(金）18時 紅葉山会館

※事前の申し込みは不要です。

４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

●不活化ポリオ予防接
種14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

１木
●新夕張駅開 駅１２０
周年記念写真展
（～30日）
新夕張駅待合室
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係℡52-3104
12:30～15:00
文化スポーツセンター
●麻しん・風しん予防接種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

２金
●がんばる市民文化祭
２０１２＜作品展＞
（～8日 4日は休館）
清水沢地区公民館

●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℡56-5666

●ここから夕張ミニバ
レーボール大会
17: 00～19: 30
文化スポーツセンター

星座観望会「冬の夜空をながめよう」

11月23日 17:30～18:30
フォレストユースホステル夕張
参加対象 小学生以上

持ち物 懐中電灯、防寒着など

※保険料200円がかかります。

※曇天時は室内にて科学工作会を開催。

申込み先 090-4874-2538(園）
11月17日まで

２３金 勤労感謝の日

●ゆうばりカルチャー
ナイト星座観望会
17:30～18:30
フォレストユースホテル夕

張

３０金
●国民健康保険料、介護
保険料、後期高齢者医
療保険料納期
●ユーパロ幼稚園親子
餅つき会
10:00～
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン

問合せ℡56-5666

●市長 との ふれ あい
トーク 18:00～
紅葉山会館

12/1土
●夕張バスケットボー
ルフェスティバル
9:00～17：00
文化スポーツセンター


