
２１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

１４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

１１木
●ＢＣＧ・３種混合予
防接種（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

２８日
●スプリングカップ２０１３
ミニバスケット大会
（～２９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

中條医院
9:00～17:00 ℡58-2350

１２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

■夕鹿の湯休館日

２９月 昭和の日

■図書コーナー休館日

２３火
●ＢＣＧ・３種混合予
防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

２２月
●麻しん・風しん予防接種
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

１６火
●４種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

１７水
●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
●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

１５月
●４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

２５木
●社 会保 険事 務相 談
（年金相談）
（2日前までに要予約）
℡0126-38-8000
10:00～15:00
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

２６金
●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
問合せ℡56-5666 ２７土

２０土
●石炭博物館・炭鉱生活
館オープン
●幸福の黄色いハンカチ想
い出ひろばオープン
●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

２０１３

４月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

８月
●ゆうばり小学校始業式・
入学式

●夕張中学校始業式・入
学式
●夕張高等学校始業式・
入学式
●セーフティコールゆう
ばり 13:30～
楓チェーン脱着場
●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

１０水
●夕張ドキュメンタリー
ツアー地域ガイド育成研
修 13:00～
ホテルマウントレースイ
●司法書士相談
13:00～16:00
農業研修センター
問合せ℡56-5666

●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
●４種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939 １８木

●乳幼児健康診査
13:00～16:00
保健福祉センター

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
問合せ℡56-5666
●定例教育委員会
16:00～
市役所３階

６土
●みんなで守る交通安全
「パネルと写真展示コー
ナー」（～15日）
市民研修センター

２４水
●司法書士相談
13:00～16:00
紅葉山会館
問合せ℡56-5666
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939
●実践英会話教室
18:00～20:00
市民研修センター

２木５/１水
●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会
問合せ℡56-5666

■文化スポーツセンター
休館日

３金 憲法記 念日

●夕張メロン旗争奪少年
サッカーフェスティバル
（～５日）9:00～
平和運動公園

■図書コーナー休館日

７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

５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
問合せ℡56-5666

９火
●夕張高等養護学校
入学式

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
問合せ℡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
●ポリオ予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

４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

●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

●４種混合予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

３０火
●軽自動車税納期

■文化スポーツセンター

休館日

４土 みどりの日

■図書コーナー休館日

５日 こども の日

●スマイルカップ２０１３
ミニバスケット大会
（～６日） 9:0 0～
文化スポーツセンター

■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月 振替休 日

■図書コーナー休館日

７火
●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

１３土

１月
●市内保育園入園式
（新夕張・清陵・沼ノ沢・
緑ヶ丘）

●土地価格・家屋価格縦
覧帳簿の縦覧（～5/31まで）
8:45～17:30
市役所２階賦課係
●「渡場実希」習字展
（～12日）
市役所２階「あずましい」

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日

２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

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

８水
●こ ころ の健康 相談
10:00～12:00
保健福祉センター
●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℡59-70851

■文化スポーツセンター
休館日

ふれあいサロン内 ＊行政窓口＊
・旧若菜連絡所 ☎56-5056

・南部コミュニティセンター ☎55-5200

・農業研修センター ☎57-2960

・紅葉山会館 ☎58-3700

開設 曜日・時 間

月・水・金曜日 午前９時～正午

業務内容 リサイクル物品の回収、行政書類

の受付など

消
す
ま
で
は

出
な
い
行
か
な
い

離
れ
な
い

春
の
火
災
予
防
運
動

４月２０日
オープン

★石炭博物館・炭鉱生活館

★幸福の黄色いハンカチ
想い出ひろば




