
パークゴルフ大会 体力維持のためパークゴルフで楽しい一日を！
　　　　　　　　　　豪華景品を揃えてます！

日　　時　７月29日（土）
受　　付　午前８時30分
開  会  式　午前８時45分
競技開始　午前９時
場　　所　紅葉山パークゴルフ場

申込方法　７月22日までに管理棟の受付簿に
　　　　　記入をしてください。（飛び入りも可）
参  加  料　市民 600円　会員 500円
問合せ先　丸大石油㈱　☎58－3011
　　　　　　　　　　　　※小雨決行

暮らしのカレンダー 2017

７月広報ゆうばり

●保育園児の作品展「水
族館」（～20日）
８:45～18:00
清水沢地区公民館
●ホップサマーリーグミ
ニバスケットボール大会
文化スポーツセンター
●クラブユースサッカー
選手権大会Ｕ-15（～２
日）
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●第45回全道郵政サッ
カー大会（～２日）
サングリンスポーツヴィ
レッジ

１土 

●サマーリーグミニバス
ケットボール大会
文化スポーツセンター
■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館休館
●日曜当番医
９:00～17:00
夕張市立診療所
☎52－4339

２日
●見本教科書の展示（～
５日）
９:00～17:00
市役所３階
●献血車巡回
10:00～12:00
　市役所前
13:30～14:20
　診療所前
15:00～16:00
　博愛舎前
●４種混合予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

３月 
●画家　畠山哲雄の油
絵展（～26日）
８:45～17:30
市役所２階「あずましい」
●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
●麻しん風しん、ポリオ
予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59－7026

４火 
●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
夕張商工会議所
☎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

５水
●育児教室（カンガルー）
10:00～11:45
保健福祉センター
●無料法律相談（前日ま
でに要予約）
12:30～15:00
ゆうばり共生型ファーム
市市民係☎52－3104
●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
●日本脳炎予防接種（要
予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

６木
●夕高祭（～８日）
●七夕の会
（ユーパロ幼稚園）
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56－5666

７金

●クラブユースサッカー選
手権大会Ｕ-15（～９日）
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●北海道60スーパー
リーグ2017
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●高松宮杯全日本軟式
野球大会（～９日）
サングリンスタジアム

８土 

●道央シニアサッカー
リーグ（第５節）
サングリンスポーツヴィ
レッジ
■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館休館
●日曜当番医
９:00～17:00
簗詰医院☎59－7026

９日 

日本脳炎予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

10月 ●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●セーフティコールゆう
ばり
13:30～
清水沢駅前公園
●４種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59－7026

11火

●雪月花展（～15日）
９:00～18:00
市民研修センター
●ＦＰ行政書士無料相
談会
13:00～17:00
清水沢地区公民館
●司法書士相談
13:00～16:00
農業研修センター
☎56－5666
●水痘、ＢＣＧ予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所
☎59－7085

12水

●げんきルーム～人形劇
観賞
９:30～11:30
清陵保育園
●生活相談会
13:30～16:00
市民研修センター
●４種混合予防接種（要
予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

13木

●育児教室（コアラ）
10:00～11:45
保健福祉センター
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
☎56－5666

14金

●夕張リトルメロンカッ
プＵ11（～17日）
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●日本リトルシニア中学
硬式野球大会
サングリンスタジアム
●夕張メロンオーケスト
ラ公開練習
14:00～18:00
ホテルシューパロ
●無料法律相談（前日ま
でに要予約）
12:30～15:00
市民研修センター
市市民係☎52－3104
●鹿の谷ゼミナール
13:00～15:00
日本キリスト教会夕張教会

15土 

●道央ブロックカブス
リーグＵ-15
サングリンスポーツヴィ
レッジ
夕張メロンオーケストラ
公開練習
９:00～18:00
ホテルシューパロ
■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館休館
●日曜当番医
９:00～17:00
夕張市立診療所
☎52－4339

16日

●第14回夕張シニアオー
プンバドミントン大会
文化スポーツセンター
●夕張メロンオーケスト
ラコンサート
13:30～
ホテルマウントレースイ
■図書コーナー休館日

17月 　海の日

●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●日本脳炎予防接種
14:00～16:00
簗詰医院☎59－7026
■文化スポーツセンター
休館日

18火 ●巡回脳検診
紅葉山武道館
８:30～13:00
●げんきルーム～水遊び
９:30～11:30
清陵保育園
●司法書士相談
13:00～16:00
南部コミュニティセン
ター☎56－5666
●日本脳炎予防接種（要
予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所
☎59－7085
●市民健康講座「認知症
について」
15:00～
市民研修センター
■文化スポーツセンター
休館日

19水 

●巡回脳検診
８:30～11:30
紅葉山武道館
●水痘・ＢＣＧ予防接種
（要予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

20木

●ユーパロ幼稚園１学期
終業
●１学期終業式（ゆうば
り小、夕張中）
●巡回脳検診
８:30～16:00
文化スポーツセンター
●行政相談
９:00～12:00
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
７月定例教育委員会
16:00～
市役所３階

21金

●夕張復興ジュニアサッ
カーフェスティバル（～
23日）
サングリンスポーツヴィ
レッジ
●日本リトルシニア中学
硬式野球大会（～23日）
サングリンスタジアム
巡回脳検診文化スポー
ツセンター
８:30～16:00
清水沢まちあるき
14:00～15:30
集合　JR清水沢駅
●自然と文化を学ぶ　
地域次世代間交流事業
12:00～23日まで
清水沢お買物駐車場
12:00
☎52－3306

22土

■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館休館
●日曜当番医
９:00～17:00
中條医院☎58－2350

23日
●高校生夕張キャンプ
2017　Ⅰ期（～27日）
●巡回脳検診
８:30～16:00
市民研修センター
●２種混合予防接種
14:00～16:00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日
■図書コーナー休館日

24月

●新夕張保育園夏祭り
●巡回脳検診
８:30～16:00
市民研修センター
●商工会議所臨時窓口
相談室
９:00～12:00
清水沢地区公民館
●各種医療受給者証の
更新受付
10:00～15:00
市役所２階ロビー

25火

●清陵保育園夏まつり
●巡回脳検診
８:30～13:00
市民研修センター
●司法書士相談
13:00～16:00
紅葉山会館
☎56－5666
●２種混合予防接種（要
予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所
☎59－7085

26水

●沼ノ沢保育園夏祭り
●無料法律相談（前日ま
でに要予約）
12:30～15:00
市民研修センター
市市民係☎52－3104

27木
●よく飛ぶ”竹とんぼ”を
作ろう
13:00～16:00
市民研修センター
●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
56－5666

28金

■図書コーナー休館日
■清水沢地区公民館休館
日曜当番医
９:00～17:00
夕張市立診療所
☎52－4339

30日
●固定資産税・都市計画
税、国民健康保険料、介
護保険料、後期高齢者医
療保険料納期
●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

31月

●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

１火

●４種混合予防接種（要
予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所
☎59－7085

２水

●日本脳炎予防接種（要
予約）
16:00～18:00
夕張市立診療所
☎52－4339

３木
●七夕まつり（清陵・新
夕張・沼ノ沢保育園）
●育児教室
（カンガルー・コアラ）
10:00～11:45
保健福祉センター

４金 ●市民パークゴルフ大会
９:00～
紅葉山パークゴルフ場
丸大石油㈱
☎58－3011
●よく飛ぶ”竹とんぼ”を
作ろう
９:30～13:00
保健福祉センター
●地域安全フェスティバ
ルin夕張
13:00～17:00
夕張高校

29土

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」などの相談は
消防署
☎53－4122
までお尋ねください。
（24時間体制）


