
１1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

■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

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

4444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

■■■■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

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

1木
●●●●夕夕夕夕張張張張高高高高等等等等学学学学校校校校公公公公開開開開授授授授業業業業

8888：：：：55550000～～～～11115555：：：：11110000

夕夕夕夕張張張張高高高高等等等等学学学学校校校校

●●●●緑緑緑緑風風風風展展展展（（（（～～～～11115555日日日日））））

8888::::44445555～～～～11117777::::33330000

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

●●●●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

ははははままままななななすすすす会会会会館館館館

●●●●麻麻麻麻ししししんんんん風風風風ししししんんんん・・・・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

18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

■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

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

2金
●●●●保保保保育育育育園園園園ももももちちちちつつつつきききき

（（（（清清清清陵陵陵陵・・・・沼沼沼沼ノノノノ沢沢沢沢・・・・新新新新夕夕夕夕張張張張））））

●●●●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

19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 ☎☎☎☎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

１3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

１2月

●●●●世世世世代代代代間間間間交交交交流流流流餅餅餅餅つつつつきききき会会会会

11110000::::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

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり貯貯貯貯筋筋筋筋体体体体操操操操

普普普普及及及及講講講講座座座座 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

●●●●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

6火
●●●●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

親親親親子子子子ももももちちちちつつつつきききき会会会会

●●●● 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

7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

●●●●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

●●●●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～～～～絵絵絵絵本本本本朗朗朗朗読読読読会会会会～～～～

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

5555月月月月
●●●●みみみみんんんんななななのののの集集集集いいいい

11110000::::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

●●●●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 ☎☎☎☎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

１5木
●●●●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::::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

●●●●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

１6金
●●●●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ククククリリリリススススママママスススス会会会会

●●●●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

１7土
●●●●ククククリリリリススススママママススススおおおおははははななななしししし会会会会

11110000::::00000000～～～～11111111：：：：33330000

図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●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☎☎☎☎55556666----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

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））））

１0土土土土
●●●●赤赤赤赤十十十十字字字字雪雪雪雪上上上上安安安安全全全全法法法法救救救救助助助助

員員員員ⅠⅠⅠⅠ養養養養成成成成講講講講習習習習

9999::::00000000～～～～11117777：：：：44440000

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

２２２２００００１１１１6666

12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

5金金金金
■■■■夕夕夕夕張張張張市市市市役役役役所所所所閉閉閉閉庁庁庁庁

■■■■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

■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

休休休休 館館館館 日日日日

8木
●●●●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

●●●●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

●●●●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

9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・・・・

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

●●●●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

１4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

「「「「ククククリリリリススススママママススススのののの飾飾飾飾りりりり作作作作りりりり・・・・

フフフフォォォォーーーーククククダダダダンンンンスススス

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

●●●●こここここここころろろろのののの健健健健康康康康相相相相談談談談（（（（要要要要予予予予

約約約約））））

11110000::::00000000～～～～11112222::::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

☎☎☎☎0000111122226666----22220000----0000111122222222

●●●●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

●●●●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

●●●●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

２2木
●●●●保保保保育育育育園園園園ククククリリリリススススママママスススス会会会会

（（（（清清清清陵陵陵陵・・・・沼沼沼沼ノノノノ沢沢沢沢））））

●●●●終終終終業業業業式式式式

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・・・・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・・・・夕夕夕夕張張張張中中中中学学学学校校校校・・・・ 夕夕夕夕

張張張張高高高高等等等等学学学学校校校校・・・・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

●●●●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 ☎☎☎☎55556666----6666000000004444

●●●●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

２1水水水水
●●●●保保保保育育育育園園園園ククククリリリリススススママママスススス会会会会

（（（（新新新新夕夕夕夕張張張張・・・・げげげげんんんんききききルルルルーーーー

ムムムム））））新夕張保育園
●●●●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

●●●●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----777700008888

5555

２3金 天天天天皇皇皇皇誕誕誕誕生生生生日日日日

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）

4木
■■■■夕夕夕夕張張張張市市市市役役役役所所所所閉閉閉閉庁庁庁庁

■■■■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

■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

２0火
●●●●各各各各種種種種健健健健康康康康診診診診査査査査業業業業

7777：：：：33330000～～～～

●●●●kkkkoooouuuu・・・・ccccaaaammmmeeeerrrraaaa写写写写真真真真展展展展

～～～～ままままななななざざざざししししのののの行行行行方方方方～～～～（（（（～～～～

1111月月月月11113333日日日日））））

8888::::44445555～～～～11117777::::33330000

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

●●●●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 ☎☎☎☎55559999----7777000022226666

２4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

ＪＪＪＪＲＲＲＲ清清清清水水水水沢沢沢沢駅駅駅駅集集集集合合合合

２5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

■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

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

２6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

２7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

■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

3土
●●●●ママママウウウウンンンントトトトレレレレーーーーススススイイイイススススキキキキーーーー場場場場

オオオオーーーーププププンンンン予予予予定定定定

年年年年末末末末年年年年始始始始のののの診診診診療療療療体体体体制制制制 ○全日 △午前 ×休診

医 療 機 関 名 １２月２９日 ３０日 ３１日～１月３日 ４日 ５日

中 條 医 院
× × × ○ ○

南清水沢診療所
× × × ○ ○

簗 詰 医 院
○ △ × × ○

夕張市立診療所
○ ○ × ○ ○

年年年年 末末末末 年年年年 始始始始 のののの 窓窓窓窓 口口口口

◆◆◆◆市市市市役役役役所所所所 １１１１２２２２月月月月３３３３１１１１日日日日かかかからららら１１１１月月月月５５５５日日日日ままままでででで閉閉閉閉庁庁庁庁ととととななななりりりりまままますすすす。。。。

◆◆◆◆戸戸戸戸籍籍籍籍のののの届届届届出出出出

＜＜＜＜日日日日中中中中＞＞＞＞本本本本庁庁庁庁のののの日日日日直直直直 午午午午前前前前８８８８時時時時33330000分分分分～～～～午午午午後後後後５５５５時時時時33330000分分分分

＜＜＜＜夜夜夜夜間間間間＞＞＞＞消消消消防防防防本本本本部部部部 午午午午後後後後５５５５時時時時33330000分分分分～～～～翌翌翌翌朝朝朝朝午午午午前前前前８８８８時時時時33330000分分分分

（（（（死死死死亡亡亡亡届届届届出出出出のののの受受受受付付付付ははははししししまままませせせせんんんん））））

●●●●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 １１１１２２２２月月月月３３３３１１１１日日日日～～～～１１１１月月月月５５５５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 １１１１２２２２月月月月３３３３１１１１日日日日～～～～１１１１月月月月５５５５日日日日

●●●●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休休休休館館館館 １１１１２２２２月月月月３３３３１１１１日日日日～～～～１１１１月月月月５５５５日日日日

一般ごみ 資源ごみ 埋立処分地

12/30

金曜日の

収集地区

第１火曜日の

収集地区

8：30～

16：30

12/31

～1/3

休み 休み 休み

1/4 休み

第１水曜日の

収集地区

休み

1/5

水・木曜日の

収集地区

第１木曜日の

収集地区

8：30～

16：30

年年年年末末末末年年年年始始始始ののののごごごごみみみみ収収収収集集集集

市市市市 営営営営 浴浴浴浴 場場場場

（（（（宮宮宮宮前前前前町町町町・・・・真真真真谷谷谷谷地地地地・・・・清清清清陵陵陵陵））））

１２月３０日 真谷地浴場休業

１２月３１日、１月３日

午後２時から午後６時

１月１日～２日 休業

１月４日から平常どおり営業

28水
29木

30金
●国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険料料料料・・・・介介介介

護護護護保保保保険険険険料料料料・・・・後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者

医医医医療療療療保保保保険険険険料料料料納納納納期期期期

■■■■真真真真谷谷谷谷地地地地浴浴浴浴場場場場 休休休休みみみみ

31土
●ごごごごみみみみ収収収収集集集集休休休休みみみみ（（（（～～～～4444日日日日））））

健健健健康康康康

■■■■宮宮宮宮前前前前町町町町・・・・真真真真谷谷谷谷地地地地・・・・清清清清陵陵陵陵浴浴浴浴場場場場

11114444::::00000000～～～～11118888::::00000000ままままでででで営営営営業業業業

■■■■夕夕夕夕張張張張市市市市役役役役所所所所閉閉閉閉庁庁庁庁

■■■■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

■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

休休休休 館館館館 日日日日

1111////1111日日日日 元元元元 日日日日

■■■■夕夕夕夕張張張張市市市市役役役役所所所所閉閉閉閉庁庁庁庁

■■■■宮宮宮宮前前前前町町町町・・・・真真真真谷谷谷谷地地地地・・・・清清清清陵陵陵陵浴浴浴浴場場場場

休休休休みみみみ（（（（～～～～2222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

■■■■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

■■■■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

休休休休 館館館館 日日日日

2222月月月月 振振振振 替替替替 休休休休 日日日日

■■■■夕夕夕夕張張張張市市市市役役役役所所所所閉閉閉閉庁庁庁庁

■■■■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

■■■■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

休休休休 館館館館 日日日日

3333火火火火
■■■■宮宮宮宮前前前前町町町町・・・・真真真真谷谷谷谷地地地地・・・・清清清清陵陵陵陵浴浴浴浴場場場場

11114444::::00000000～～～～11118888::::00000000ままままでででで営営営営業業業業

■■■■夕夕夕夕張張張張市市市市役役役役所所所所閉閉閉閉庁庁庁庁

■■■■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

■■■■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

休休休休 館館館館 日日日日

年年年年内内内内にににに、、、、しししし尿尿尿尿のののの汲汲汲汲みみみみ

取取取取りりりりをををを希希希希望望望望すすすするるるる方方方方はははは11112222

月月月月11115555日日日日ままままででででにににに申申申申しししし込込込込みみみみ

下下下下ささささいいいい。。。。

夕夕夕夕張張張張環環環環境境境境清清清清掃掃掃掃㈱㈱㈱㈱

☎☎☎☎55556666----6666000000000000


