
１５日日日日
●●●●北北北北海海海海道道道道ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッ

カカカカーーーー選選選選手手手手権権権権（（（（UUUU----11118888））））大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～ 平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●夕夕夕夕張張張張柔柔柔柔道道道道連連連連盟盟盟盟春春春春季季季季昇昇昇昇段段段段

審審審審査査査査会会会会 11110000::::00000000～～～～

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

夕夕夕夕愛愛愛愛ククククリリリリニニニニッッッックククク

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000 ☎☎☎☎55553333----3333999933339999

８８８８日日日日
●●●●蓄蓄蓄蓄犬犬犬犬登登登登録録録録とととと狂狂狂狂犬犬犬犬病病病病予予予予防防防防

注注注注射射射射（（（（～～～～９９９９日日日日））））（（（（時時時時間間間間・・・・

場場場場所所所所はははは広広広広報報報報ゆゆゆゆううううばばばばりりりり6666月月月月号号号号））））

●●●●北北北北海海海海道道道道シシシシニニニニアアアアササササッッッッカカカカーーーー

大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000 ☎☎☎☎55552222----4444333333339999

５木
●●●●げげげげんんんんキキキキッッッッズズズズ！！！！

9999::::33330000～～～～11112222::::44445555

緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘保保保保育育育育園園園園

●●●●育育育育児児児児教教教教室室室室（（（（カカカカンンンンガガガガルルルルーーーー））））

11110000::::00000000～～～～11111111::::44445555

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談

（（（（前前前前日日日日ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

市市市市市市市市民民民民係係係係 ☎☎☎☎55552222----3333111100004444

11112222::::33330000～～～～11115555::::00000000

南南南南部部部部ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（優優優優良良良良））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11113333::::33330000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（一一一一般般般般））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11114444::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11116666::::00000000～～～～11118888::::00000000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55552222----4444333333339999

２２日日日日
●●●●北北北北海海海海道道道道ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッ

カカカカーーーー選選選選手手手手権権権権（（（（UUUU----11118888））））大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●わわわわんんんんぱぱぱぱくくくく相相相相撲撲撲撲夕夕夕夕張張張張場場場場所所所所

9999::::00000000～～～～

ははははままままななななすすすす国国国国体体体体記記記記念念念念相相相相撲撲撲撲場場場場

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000 ☎☎☎☎55559999----7777000088885555

６金
●●●●夕夕夕夕張張張張中中中中学学学学校校校校ススススポポポポーーーーツツツツ大大大大会会会会

●●●●おおおおははははななななしししし会会会会

11111111::::00000000～～～～

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー２２２２階階階階

ひひひひななななたたたたＢＢＢＢooooooookkkk☎☎☎☎55556666----6666666600001111

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

２３月
●●●●運運運運動動動動普普普普及及及及ササササポポポポーーーータタタターーーー養養養養

成成成成講講講講座座座座

11113333::::11115555～～～～11115555::::11115555

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●麻麻麻麻ししししんんんん風風風風ししししんんんん予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

中中中中條條條條医医医医院院院院☎☎☎☎55558888----2222333355550000

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

１７火
●●●● 商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●ゆゆゆゆかかかかたたたたのののの着着着着付付付付けけけけ講講講講座座座座

11110000::::44445555～～～～11112222::::44445555

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ・・・・３３３３種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎55559999----7777000022226666

１６月
●●●●運運運運動動動動普普普普及及及及ササササポポポポーーーータタタターーーー養養養養

成成成成講講講講座座座座

11113333::::11115555～～～～11115555::::11115555

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

中中中中條條條條医医医医院院院院☎☎☎☎55558888----2222333355550000

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

１０火
●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎55559999----7777000022226666

１１水
●●●●鈴鈴鈴鈴木木木木博博博博之之之之エエエエンンンンピピピピツツツツ画画画画展展展展

（（（（～～～～22227777日日日日））））8888::::44445555～～～～11117777::::33330000

市市市市役役役役所所所所２２２２階階階階「「「「ああああずずずずままままししししいいいい」」」」

●●●●北北北北海海海海道道道道シシシシニニニニアアアアササササッッッッカカカカーーーー

大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●げげげげんんんんききききルルルルーーーームムムムささささくくくくららららんんんんぼぼぼぼ

（（（（0000～～～～1111歳歳歳歳））））9999::::33330000～～～～11111111::::33330000

新新新新夕夕夕夕張張張張保保保保育育育育園園園園

●●●●もももももももも倶倶倶倶楽楽楽楽部部部部

11110000::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

農農農農業業業業研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●ＦＦＦＦＰＰＰＰ行行行行政政政政書書書書士士士士無無無無料料料料相相相相談談談談会会会会

11113333::::00000000～～～～11117777::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

●●●●ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ・・・・３３３３種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

夕夕夕夕愛愛愛愛ククククリリリリニニニニッッッックククク☎☎☎☎55553333----3333999933339999

９９９９月月月月
●●●●健健健健康康康康料料料料理理理理講講講講座座座座

11110000::::00000000～～～～11113333::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

中中中中條條條條医医医医院院院院 ☎☎☎☎55558888----2222333355550000

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

１９木
●●●●げげげげんんんんキキキキッッッッズズズズ！！！！

9999::::33330000～～～～11112222::::44445555

緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘保保保保育育育育園園園園

●●●●献献献献血血血血車車車車のののの巡巡巡巡回回回回

11110000::::00000000～～～～11112222::::00000000

市市市市役役役役所所所所前前前前

11113333::::33330000～～～～11114444::::33330000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所前前前前

11115555::::11115555～～～～11116666::::00000000

夕夕夕夕張張張張高高高高等等等等養養養養護護護護学学学学校校校校前前前前

●●●●乳乳乳乳幼幼幼幼児児児児健健健健康康康康診診診診査査査査

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11116666::::00000000～～～～11118888::::00000000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55552222----4444333333339999

２０金
●●●●おおおおははははななななしししし会会会会

11111111::::00000000～～～～

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー２２２２階階階階

ひひひひななななたたたたＢＢＢＢooooooookkkk☎☎☎☎55556666----6666666600001111

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●６６６６月月月月定定定定例例例例教教教教育育育育委委委委員員員員会会会会

11116666::::00000000～～～～市市市市役役役役所所所所３３３３階階階階

２１土
●●●●ユユユユーーーーパパパパロロロロ幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園運運運運動動動動会会会会

●●●●無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談

（（（（前前前前日日日日ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

市市市市市市市市民民民民係係係係 ☎☎☎☎55552222----3333111100004444

11112222::::33330000～～～～11115555::::33330000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●鹿鹿鹿鹿ノノノノ谷谷谷谷ゼゼゼゼミミミミナナナナーーーールルルル

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

日日日日本本本本ｷｷｷｷﾘﾘﾘﾘｽｽｽｽﾄﾄﾄﾄ教教教教会会会会夕夕夕夕張張張張教教教教会会会会

●●●●夕夕夕夕張張張張岳岳岳岳ヒヒヒヒュュュュッッッッテテテテ開開開開きききき

11114444::::00000000～～～～

夕夕夕夕張張張張岳岳岳岳ヒヒヒヒュュュュッッッッテテテテ

１４土土土土
●●●●道道道道央央央央カカカカブブブブススススリリリリーーーーググググ

（（（（中中中中学学学学生生生生ササササッッッッカカカカーーーー））））

9999::::00000000～～～～ 平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●登登登登山山山山研研研研修修修修会会会会

11113333::::33330000～～～～11115555::::00000000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

ユユユユウウウウパパパパリリリリココココザザザザククククララララのののの会会会会

☎☎☎☎55552222----3333333300006666

２２２２００００１１１１４４４４

６月

暮暮暮暮ららららししししののののカカカカレレレレンンンンダダダダーーーー

広報ゆうばり

２月
●●●●固固固固定定定定資資資資産産産産税税税税・・・・都都都都市市市市計計計計画画画画

税税税税第第第第１１１１期期期期納納納納期期期期

●●●●自自自自動動動動車車車車税税税税納納納納期期期期

●●●●夕夕夕夕張張張張美美美美術術術術１１１１７７７７人人人人のののの作作作作品品品品展展展展

（（（（～～～～５５５５日日日日））））8888::::44445555～～～～11117777::::33330000

市市市市役役役役所所所所２２２２階階階階「「「「ああああずずずずままままししししいいいい」」」」

●●●●人人人人権権権権特特特特設設設設相相相相談談談談所所所所

11110000::::00000000～～～～11114444::::00000000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

４水水水水
●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（違違違違反反反反））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●麻麻麻麻ししししんんんん風風風風ししししんんんん予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

夕夕夕夕愛愛愛愛ククククリリリリニニニニッッッックククク☎☎☎☎55553333----3333999933339999

１２木
●●●●麻麻麻麻ししししんんんん風風風風ししししんんんん予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11116666::::00000000～～～～11118888::::00000000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55552222----4444333333339999

１３金
●●●●見見見見本本本本教教教教科科科科書書書書のののの展展展展示示示示

（（（（～～～～22227777日日日日））））9999::::00000000～～～～11117777::::00000000

市市市市役役役役所所所所３３３３階階階階・・・・南南南南支支支支所所所所

●●●●育育育育児児児児教教教教室室室室（（（（ココココアアアアララララ））））

11110000::::00000000～～～～11111111::::44445555

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

１８水
●●●●げげげげんんんんききききルルルルーーーームムムムいいいいちちちちごごごご

（（（（２２２２歳歳歳歳以以以以上上上上））））

9999::::33330000～～～～11111111::::33330000

新新新新夕夕夕夕張張張張保保保保育育育育園園園園

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南部部部部ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィセセセセンンンンタタタターーーー

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

２６木
●●●●無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談

（（（（前前前前日日日日ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

市市市市市市市市民民民民係係係係 ☎☎☎☎55552222----3333111100004444

11112222::::33330000～～～～11115555::::00000000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

２５水水水水
●●●●雪雪雪雪月月月月花花花花展展展展（（（（～～～～22228888日日日日））））

11110000::::00000000～～～～11118888::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●社社社社会会会会保保保保険険険険事事事事務務務務相相相相談談談談

（（（（年年年年金金金金相相相相談談談談））））

（（（（２２２２日日日日前前前前ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

11110000::::00000000～～～～11115555::::00000000

アアアアデデデディィィィーーーーレレレレ会会会会館館館館ゆゆゆゆううううばばばばりりりり

☎☎☎☎0000111122226666----33338888----8888000000000000

●●●●ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山会会会会館館館館 ☎☎☎☎55556666----5555666666666666

２７金
●●●●行行行行政政政政相相相相談談談談

9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●育育育育児児児児教教教教室室室室（（（（ココココアアアアララララ））））

11110000::::00000000～～～～11111111::::44445555

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

１日日日日
●●●●チチチチャャャャリリリリテテテティィィィササササッッッッカカカカーーーー大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●北北北北海海海海道道道道ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッ

カカカカーーーー選選選選手手手手権権権権（（（（UUUU----11118888））））大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～ 平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

中中中中條條條條医医医医院院院院

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000 ☎☎☎☎55558888----2222333355550000

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

消消消消防防防防署署署署 ☎☎☎☎５５５５３３３３－－－－４４４４１１１１２２２２２２２２

までお尋ねください。 (24時間体制）

３火
●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

２４火
●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●献献献献血血血血車車車車のののの巡巡巡巡回回回回

11110000::::00000000～～～～11111111::::00000000

農農農農協協協協本本本本部部部部前前前前

11111111::::11115555～～～～11112222::::00000000

石石石石田田田田鉄鉄鉄鉄工工工工前前前前

11112222::::11115555～～～～11113333::::11115555

シシシシチチチチズズズズンンンン夕夕夕夕張張張張前前前前

11115555::::00000000～～～～11116666::::00000000

清清清清光光光光園園園園前前前前

●●●●ゆゆゆゆかかかかたたたたのののの着着着着付付付付けけけけ講講講講座座座座

11110000::::44445555～～～～11112222::::44445555

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●２２２２種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎55559999----7777000022226666

２８土
●●●●北北北北海海海海道道道道ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッ

カカカカーーーー選選選選手手手手権権権権（（（（UUUU----11115555））））大大大大会会会会

（（（（～～～～22229999日日日日））））9999::::00000000～～～～

平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

２９日日日日
●●●●白白白白いいいい恋恋恋恋人人人人杯杯杯杯ササササッッッッカカカカーーーー大大大大

会会会会 9999::::00000000～～～～平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●清清清清水水水水沢沢沢沢ププププーーーールルルルオオオオーーーーププププンンンン

（（（（～～～～8888月月月月22224444日日日日））））

11110000::::00000000～～～～11117777::::00000000

●●●●夕夕夕夕 張張張張 メメメメ ロロロロ ンンンン 祭祭祭祭 りりりり

11110000::::33330000～～～～11114444::::33330000

夕夕夕夕張張張張友友友友酉酉酉酉市市市市場場場場

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000 ☎☎☎☎55552222----4444333333339999

３０月
●●●●市市市市・・・・道道道道民民民民税税税税第第第第１１１１期期期期納納納納期期期期

●●●●運運運運動動動動普普普普及及及及ササササポポポポーーーータタタターーーー

養養養養成成成成講講講講座座座座

11113333::::11115555～～～～11115555::::11115555

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタター

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

7/１火
●●●●中中中中体体体体連連連連ササササッッッッカカカカーーーー

南南南南空空空空知知知知予予予予選選選選（（（（～～～～2222日日日日））））

9999::::00000000～～～～ 平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●ゆゆゆゆかかかかたたたたのののの着着着着付付付付けけけけ講講講講座座座座

11110000::::44445555～～～～11112222::::44445555

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（初初初初回回回回））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎55559999----7777000022226666

７土
●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり小小小小学学学学校校校校運運運運動動動動会会会会

●●●●道道道道央央央央ププププリリリリンンンンススススリリリリーーーーググググ

（（（（高高高高校校校校生生生生ササササッッッッカカカカーーーー））））

9999::::00000000～～～～ 平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

●●●●道道道道央央央央カカカカブブブブススススリリリリーーーーググググ

（（（（～～～～8888日日日日））））（（（（中中中中学学学学生生生生ササササッッッッカカカカーーーー））））

9999::::00000000～～～～ 平平平平和和和和運運運運動動動動公公公公園園園園

２水水水水
●●●●げげげげんんんんききききルルルルーーーームムムムささささくくくくららららんんんんぼぼぼぼ

（（（（0000～～～～1111歳歳歳歳））））9999::::33330000～～～～11111111::::33330000

新新新新夕夕夕夕張張張張保保保保育育育育園園園園

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（違違違違反反反反））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

●●●●ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

夕夕夕夕愛愛愛愛ククククリリリリニニニニッッッックククク☎☎☎☎55553333----3333999933339999

一一一一部部部部製製製製品品品品ののののリリリリココココーーーールルルルににににつつつついいいいてててて

パナソニック株式会社が製造したフローリング調電気カーペット「かん

たん床暖」などの一部に、穴開きや床の焦げなどが発生しています。

問合せ先 かんたん床暖市場対策室☎０１２０－８７３－３２９

３木木木木
●●●●彫彫彫彫金金金金講講講講座座座座

11110000::::00000000～～～～11112222::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●育育育育児児児児教教教教室室室室（（（（カカカカンンンンガガガガルルルルーーーー））））

11110000::::00000000～～～～11111111::::44445555

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（優優優優良良良良））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11113333::::33330000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（一一一一般般般般））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11114444::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

夕張メロン祭り

とととと きききき ６６６６月月月月２２２２９９９９日日日日（（（（日日日日））））午午午午前前前前11110000時時時時33330000分分分分～～～～午午午午後後後後2222時時時時33330000分分分分

ととととこここころろろろ 夕夕夕夕張張張張友友友友酉酉酉酉市市市市場場場場

内 容 試食、模擬セリ市、人間ばん馬競争など

夕張メロンまつり実行委員会 ☎☎☎☎53-2588

緑ヶ丘保育園七夕まつり

保育園の行事に参加してみませんか？

と き ７月４日（金）
午後６時３０分～７時３０分

ところ 緑ヶ丘保育園（鹿ノ谷山手町）

内 容 ゲームコーナー、手作りお菓子販売、
ちょうちん行列など（当日買物券購入）

対象者 未就学児とその家族

申込期限 ６月２４日（火）
申込・問合せ先 緑ヶ丘保育園☎52-1700
※準備の都合上、事前に申込みをお願いします。


