
１６日
●北海道クラブユースサッ
カー選手権（U-18）大会
8:00～
平和運動公園

●夕張柔道連盟春季昇段
審査会 10:00～
文化スポーツセンター
●バドミントン夕張選手権
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

中條医院
9:00～17:00 ☎58-2350

９日
●蓄犬登録と狂犬病予防
注射（時間・場所は広報
ゆうばり）
●北海道クラブユースサッ
カー選手権（U-18）大会
8:00～
平和運動公園
●道央シニアリーグサッ
カー大会
8:00～平和運動公園
■図書コーナー休館日

日曜当番医
簗詰医院
9:00～17:00 ☎59-7026

６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）
10:00～11: 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

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

２３日
●北海道クラブユースサッ
カー選手権（U-18）大会
8:00～
平和運動公園

●わんぱく相撲夕張場所
9:00～
はまなす国体記念相撲場

■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

７金
●夕張中学校スポーツ
大会
●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
●関西京都今村組単独
ライブ
16:30～
清水沢駅前広場

■夕張温泉 夕鹿の湯
休館日

２４月
●献血車の巡回
10:00～11:30
農協本部前
12:00～13:00
シチズン夕張前
15:00～16:00
清光園前
●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

１８火
●商工会議所臨時窓
口相談室
9:00～12:00
清水沢地区公民館
●ＢＣＧ・３種混合予
防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59-7026

１７月
●献血車の巡回
10:00～11:30
12:45～14:30
市役所前
15:00～16:00
夕張市立診療所
●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

１１火
●蓄犬登録と狂犬病予防
注射（時間・場所は広報
ゆうばり）
● 商工会議所臨時窓
口相談室
9:00～12:00
清水沢地区公民館
●４種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59-7026

１２水
●げんきルームさくらんぼ
（０～１歳）
9:1 5～11:1 5
新夕張保育園
●もも倶楽部
10: 00～12: 00
清水沢地区公民館
●第２回定例市議会
10: 30～
市役所議事堂
●司法書士相談
13: 00～16: 00
農業研修センター
☎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

●４種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939

１０月
●蓄犬登録と狂犬病予防
注射（時間・場所は広報
ゆうばり）
●ボランティア愛ランド

歓迎ポスター展（～24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

２０木
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園

●第２回定例市議会
10:30～
市役所議事堂

●乳幼児健康診査
13:00～16:00
保健福祉センター

２１金
●行政相談
10:0 0～14:0 0
老人福祉会館
●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
13:0 0～16:0 0
若菜ふれあいサロン
☎56-5666
●６月定例教育委員会
16:0 0～市役所３階

■夕張温泉 夕鹿の湯
休館日

２２土
●ミニバスケットボール
南空知予選大会（～23
日） 9:00～
文化スポーツセンター

●夕張岳ヒュッテ開き
14:00～
夕張岳ヒュッテ

１５土
●ユーパロ幼稚園運動会
●体験講座
「キッチンガーデン！
暮らしにハーブを」
10:00～12:00
図書コーナー前広場
●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
●市民研修会
「安全登山と装備」
13:30～15:00
清水沢地区公民館

２０１３

６月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

３月
●人権特設相談所

10:00～14:00
市民研修センター
●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

５水
●無料法律相談
（前日までに要予約）
市市民係 ☎52-3104
12:30～15:00
南部コミュニティセンター
●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
●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会
☎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
●ポリオ予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939

１３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

●第２回定例市議会
（夜間議会）18:3 0～
市役所議事堂

１４金
●見本教科書の展示
（～28日）9:00～17：00
市役所３階教育委員会
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56-5666

１土
●ゆうばり小学校運動会

１９水
●げんきルームいちご
（２歳以上）
9:15～11:15
新夕張保育園
●司法書士相談
13:00～16:00
南部コミュニティセンター
☎56-5666

２７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

２６水
●社会保険事務相談（年
金相談）
２日前までに要予約
10: 00～15: 00
アディーレ会館ゆうばり
☎0126-38-8000

●麻しん風しん予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック☎53-3939
●司法書士相談
13: 00～16: 00
紅葉山会館
☎56-5666

２８金
●育児教室（コアラ）
10:0 0～11:4 5
保健福祉センター

●司法書士相談
13:0 0～16:0 0
若菜ふれあいサロン
☎56-5666

２日
●北海道クラブユースサッ
カー選手権（U-18）大会
8:0 0～
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

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 ☎５３－４１２２

までお尋ねください。

(24時間体制）

４火
●商工会議所臨時窓
口相談室
9:00～12:00
清水沢地区公民館

２５火
●商工会議所臨時窓
口相談室
9:00～12:00
清水沢地区公民館

●２種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59-7026

２９土
●清水沢ズリ山に階段
を作ろう
10:00～16:30
清水沢清栄町清水沢炭
鉱ズリ山
ＮＰＯ法人炭鉱の記憶
推進事業団☎0126-24-9
901

３０日
●北海道クラブユースサッ
カー選手権（U-18）大会
8:00～
平和運動公園

●夕張メ ロン まつ り
10:30～14:30
夕張友酉市場

●清水沢プールオープン

（～8月25日）

10：00～17：00

■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

7/１月
●市・道民税第１期納期

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

２火
●商工会議所臨時窓
口相談室
9:00～12:00
清水沢地区公民館

●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

●ポリオ予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59-7026

８土
●蓄犬登録と狂犬病予防
注射（時間・場所は広報
ゆうばり）
●全国福祉野球北海道予
選大会
7:00～12:0 0
平和運動公園野球場

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
●４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

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン

６月７日（金）午後４時３０分 清水沢駅前広場

４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）
10:00～11:45
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

夕張メロンまつり

と き

６月３０日（日）午前10時～午後2時30分

ところ

夕張友酉市場

内 容

試食、模擬セリ市、

人間ばん馬競争など

《ＮＰＯ法人ゆうばり観光協会☎53-2588》




