
19日
●夕張神社例大祭

■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

12日
●道央シニアサッカー大会

9:00～平和運動公園

■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

９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
アディーレ会館ゆうばり

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

■文化スポーツセンター
休館日

26日

■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

１０金
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56-5666

■文化スポーツセンター

休館日

■夕張温泉 夕鹿の湯

休館日

1１土
●ミニバスケットボー
ル大会（～12日）

9:00～
文化スポーツセンター

27月
●市長とのふれあいトーク
18:00～
はまなす会館

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

21火
●４種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59-7026

●５月定例教育委員会
16:0 0～
市役所３階

20月
●ＢＣＧ・３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

14火
●大 型 ご み の 収 集
（収集地区は広報紙）
●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
●麻しん・風しん予防
接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

15水
●大 型 ご み の 収 集
（収集地区は広報紙）
●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
●司法書士相談
13:00～16:00
南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー
☎56-5666
●ポリオ予防接種
(要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所☎59-7085
●ＢＣＧ・３種混合予
防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939

13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

23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

●1歳6ヶ月児・3歳児健診
2歳児歯科健診
13:00～16:00
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

24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
☎56-5666

■夕張温泉 夕鹿の湯
休館日

25土

18土
● ゆうば り桜まつ り
（～19日）
10:00～15:00
夕張温泉夕鹿の湯

●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

5月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

６月 振替休日

■図書コーナー休館日
８水
●こころの健康相談
10:00～12:00
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
☎56-5666
●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
☎59-7085

■文化スポーツセンター
休館日

16木
● 大 型 ご み の 収 集

（収集地区は広報紙）

●育児教室（カンガルー）
10:00～11:45
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
●ポリオ予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所☎52-4339

17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
☎56-5666

４土 みどりの日
●ちびっ子集まれ！マ
ジック＆ピエロバルー
ンショー10:0 0～15:0 0
道の駅夕張メロード特
設会場

■図書コーナー休館日

22水
●司法書士相談
13:00～16:00

紅葉山会館

☎56-5666

30木
29水
●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会
☎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

●市長とのふれあいトーク
18:00～
紅葉山会館

31金
●自動車税納期

●固定資産税・都市計画
税納期
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56-5666

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）
9:00～
文化スポーツセンター

■図書コーナー休館日

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）

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火
●佐藤忠良・畠山哲雄
の素描と斎藤清の版画
作品展（～31日）
市役所２階「あずまし
い」
●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

２木

28火
●ＣＯ．ＣＯ．フレ
～顔合わせ交流会～
16:30～
夕張高等養護学校

●市長とのふれあいトーク
18:0 0～
市民研修センター

6/1土
● ゆうばり小学校運動会

2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

3月

●人権特設相談所
10:00～14:00
市民研修センター
☎52-3104
●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

市長とのふれあいトーク

５月２７日（月）
はまなす会館

５月２８日（火）
市民研修センター

５月２９日（水）
紅葉山会館

いずれも午後６時から
事前の申し込み不要

問合せ先
市まちづくり企画室

☎52-3141

１水
●緑の募金運動（～31日）

●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会☎56-5666

●メーデー夕張集会
18: 00～はまなす会館

●夕張地区メーデー大会
18: 15～
市民研修センター

■文化スポーツセンター
休館日

訂 正
４月号の暮らしのカレ
ンダーに掲載されている、
５月５日の日曜当番医は、
祝日の為休診となります。

äää äää

日時 ５月18日～19日 10時～15時

場所 夕張温泉 夕鹿の湯

・丸太切り競争（両日)

・じゃんけん大会（18日）

・ＹＡＳＵトークショー（19日）

・大抽選会（19日）など

問合せ先 夕張桜守 ☎52-0777

臨時市内バス運行

片道２００円

新夕張駅前 8:45
沼ノ沢駅前 8:51
夕張高校前 8:56
南清水沢農協前8:57
清陵町生協前 9:05
南支所前 9:08
清水沢駅前 9:10
ﾎﾃﾙｼｭｰﾊ ﾛ゚前 9:30
本町6丁目 9:32
夕張郵便局 9:33
鹿ノ谷1丁目 9:35
鹿ノ谷駅 9:36
夕鉄ﾀｰﾐﾅﾙ 9:40
若菜市街 9:41
桜まつり会場 9:45

帰りはイベント終了時


