
15日日日日

●●●●夕夕夕夕張張張張神神神神社社社社例例例例大大大大祭祭祭祭

（（（（御御御御神神神神輿輿輿輿渡渡渡渡御御御御））））

■■■■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

８８８８日日日日
●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり桜桜桜桜ままままつつつつりりりり2222000011116666

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

郷郷郷郷愁愁愁愁のののの丘丘丘丘駐駐駐駐車車車車場場場場

●●●●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

9999::::00000000～～～～ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーー

ツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

■■■■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

５木 こどもの日

■■■■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

22日日日日
●●●●空空空空知知知知女女女女子子子子トトトトレレレレセセセセンンンンササササッッッッカカカカーーーー

ＵＵＵＵ１１１１５５５５ 9999::::00000000～～～～ ササササンンンンググググ

リリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

■■■■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
●●●●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

■■■■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土

23月
●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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☎☎☎☎5555 8888 ---- 2222 3333 5555 0000

■■■■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
●●●●大大大大型型型型ごごごごみみみみのののの収収収収集集集集

●●●●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

●●●●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

●●●●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

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎5555 9999 ---- 7777 0000 2222 6666

16月
●●●●安安安安藤藤藤藤文文文文雄雄雄雄のののの写写写写真真真真展展展展

((((～～～～6666月月月月2222日日日日))))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」」」」

●●●●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☎☎☎☎5555 8888 ---- 2222 3333 5555 0000

■■■■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☎☎☎☎5555 9999 ---- 7777 0000 2222 6666

■■■■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

11水

●●●●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

■■■■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

９９９９月月月月
●●●●水水水水痘痘痘痘・・・・BBBB CCCC GGGG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☎☎☎☎5555 8888 ---- 2222 3333 5555 0000

■■■■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
●●●●大大大大型型型型ごごごごみみみみのののの収収収収集集集集

●●●●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

●●●●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
●●●●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

●●●●５５５５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
●●●●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

14土土土土
●●●●「「「「アアアアポポポポイイイイ岳岳岳岳ののののジジジジオオオオパパパパーーーー

クククク」」」」をををを学学学学ぶぶぶぶ講講講講演演演演会会会会

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

２２２２００００１１１１６６６６

5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
●●●●軽軽軽軽自自自自動動動動車車車車税税税税納納納納期期期期

■■■■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 みどりの日

■■■■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

12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

ゆゆゆゆううううばばばばりりりり共共共共生生生生型型型型フフフファァァァーーーームムムム

（（（（旧旧旧旧夕夕夕夕張張張張小小小小学学学学校校校校））））

●●●●生生生生活活活活相相相相談談談談会会会会

11113333::::33330000～～～～11116666::::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

●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

■■■■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

13金
●●●●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

4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

18水
●●●●大大大大型型型型ごごごごみみみみのののの収収収収集集集集

●●●●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

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

●●●●水水水水痘痘痘痘････ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ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

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

●●●●1111歳歳歳歳6666ヶヶヶヶ月月月月児児児児・・・・3333歳歳歳歳児児児児健健健健診診診診・・・・

2222歳歳歳歳児児児児歯歯歯歯科科科科健健健健診診診診

11113333::::11115555～～～～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

●●●●水水水水痘痘痘痘････BBBBCCCCGGGG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

25水水水水
●●●●高高高高体体体体連連連連空空空空知知知知ササササッッッッカカカカーーーー

予予予予 選選選選 大大大大 会会会会 （（（（～～～～22227777日日日日））））

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィ

レレレレッッッッジジジジ

●●●●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

●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

●●●●ＣＣＣＣＯＯＯＯ．．．．ＣＣＣＣＯＯＯＯ．．．．フフフフレレレレ

～～～～ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア学学学学習習習習会会会会～～～～

11116666::::11115555～～～～11117777::::11115555

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

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

●●●●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
●●●●ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッ

ジジジジ・・・・テテテテニニニニススススココココーーーートトトトオオオオーーーーププププンンンン

●●●●書書書書道道道道同同同同好好好好会会会会 五五五五人人人人展展展展

（（（（～～～～1111 1111日日日日））））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」」」」

●●●●緑緑緑緑のののの募募募募金金金金運運運運動動動動（（（（～～～～33331111日日日日））））

●●●●石石石石炭炭炭炭博博博博物物物物館館館館開開開開館館館館

（（（（～～～～8888日日日日））））

■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

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

３火 憲法記念日

●●●●夕夕夕夕張張張張メメメメロロロロンンンン旗旗旗旗争争争争奪奪奪奪少少少少

年年年年ササササッッッッカカカカーーーーフフフフェェェェスススステテテティィィィ

ババババルルルル（（（（～～～～5555日日日日））））

9999::::00000000～～～～ ササササンンンンググググリリリリンンンンスススス

ポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

■■■■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

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

●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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☎☎☎☎5555 9999 ---- 7777 0000 2222 6666

●●●●市市市市長長長長ととととののののふふふふれれれれああああいいいいトトトトーーーークククク

11118888::::00000000～～～～ 紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山会会会会館館館館

28土
●●●●清清清清水水水水沢沢沢沢ままままちちちちああああるるるるきききき

11114444::::00000000～～～～11115555::::33330000

集集集集合合合合 JJJJRRRR清清清清水水水水沢沢沢沢駅駅駅駅

●●●●地地地地域域域域創創創創生生生生フフフフォォォォーーーーララララムムムム

講講講講演演演演会会会会（（（（～～～～22229999日日日日））））

9999：：：：00000000～～～～11117777：：：：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

29日日日日

■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
●●●●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☎☎☎☎ 5555 8888 ---- 2222 3333 5555 0000

●●●●市市市市長長長長ととととののののふふふふれれれれああああいいいいトトトトーーーークククク

11118888::::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

大大大大型型型型ごごごごみみみみのののの収収収収集集集集

5555月月月月11117777日日日日（（（（火火火火））））

社社社社光光光光、、、、住住住住初初初初、、、、本本本本町町町町、、、、旭旭旭旭町町町町、、、、昭昭昭昭和和和和、、、、末末末末広広広広、、、、

鹿鹿鹿鹿のののの谷谷谷谷、、、、千千千千代代代代田田田田、、、、若若若若菜菜菜菜、、、、常常常常盤盤盤盤、、、、平平平平和和和和、、、、

日日日日吉吉吉吉、、、、富富富富野野野野、、、、南南南南部部部部

5555月月月月11118888日日日日（（（（水水水水））））

清清清清水水水水沢沢沢沢（（（（全全全全地地地地区区区区））））、、、、南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢

5555月月月月11119999日日日日（（（（木木木木））））

沼沼沼沼ノノノノ沢沢沢沢、、、、真真真真谷谷谷谷地地地地、、、、紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山、、、、楓楓楓楓、、、、登登登登川川川川、、、、

滝滝滝滝ノノノノ上上上上

��� ���

日日日日時時時時 ５月８日（日） 午前１０時～午後３時

場場場場所所所所 郷愁の丘駐車場

内内内内容容容容 じゃんけん大会、丸太切り競争、

桜男決定戦、大抽選会、ＹＡＳＵステージ

夕張メロン菓子早食い大会など

問問問問合合合合せせせせ先先先先 夕張桜守 ☎57-7455

31火
●●●●自自自自動動動動車車車車税税税税納納納納期期期期

●●●●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

税税税税納納納納期期期期

●●●●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

●●●●市市市市長長長長ととととののののふふふふれれれれああああいいいいトトトトーーーークククク

11118888::::00000000～～～～

ははははままままななななすすすす会会会会館館館館

6/1水
●●●●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

☎☎☎☎55552222----3333111100004444

●●●●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

2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----444433333333

9999


