
母 べ え   上 映 会 ゆ う ば り 市 民 会 館

         ゆ うば り市 民 会 館 （ 本 町 ４丁 目 ）

6月 2 8日 （日 ） １ ３時

6月 2 9日 （月 ） １ ８時

6月 3 0日 （火 ） １ ３時 １８時

料 金    会 員  1,0 00円    一 般  1, 20 0円    小 中 高 生   ５００ 円

問 合 せ 先     ゆ う ば りキ ネ マ ・ク ラブ

        （有 ）久 保 田 総 合 印 刷 内     ℡ ５６ － ６０ １１

１４日
■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日
■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水
●テレビ電話無料法律相談

(事前要予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

５日
■図書コーナー休館日

日曜当番医

夕愛クリニック
9:00～17:00℡53-3939

２９月
●育児教室(コアラ）
10:00～11:30
保健福祉センター

●｢パッチギ！｣上映会1

18:00～ゆうばり市民会館
■図書コーナー休館日

■美術館休館日

■文化スポーツセンター

休館日

３０火
●市・道民税納期
●｢パッチギ！｣上映会
13:00～・18:00～

ゆうばり市民会館

●ポリオ予防接種
14:00～16:30
簗詰医院℡59-7026

２木

２１日
■図書コーナー休館日

日曜当番医

簗詰医院
9:00～17:00℡59-7026

２８日
●夕張メロンまつり

11:00～14:30

夕張友酉市場

●｢パッチギ！｣上映会1
13:00～ゆうばり市民会館

●ゆうばり落語会

14:00～16:00

老人福祉会館
■図書コーナー休館日

日曜当番医

中條医院
9:00～17:00℡58-2350

３金
●読み聞かせの会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

４土
●清水沢プール

オープン（～８/30）

２４水
●げんきルーム
9:15～11 :15
新夕張・清陵保育園

●テレビ電話無料法律相談
(事前要予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

２２月
■図書コーナー休館日
■美術館休館日
■文化スポーツセンター
休館日

２３火 ２５木
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園

●乳児健康診査
13:00～16:00
保健福祉センター

２６金
●人権/行政/心配ごと
合同相談

10:00～14:00

老人福祉会館

市市民保険G℡52-3104

２７土
●夕張中学校春季バレー
ボール大会
9:00～
文化スポーツセンター

１７水
●げんきルーム

9:15～11 :15

新夕張・清陵保育園

●三種混合予防接種

14:00～16:00
友愛クリニック℡53-3939

●テレビ電話無料法律相談

(事前要予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

１５月
●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

■美術館休館日

■文化スポーツセンター

休館日

１６火

１８木
●三種混合予防接種

14:00～18:00(要予約）
夕張市立診療所℡52-4339

１９金
●読み聞かせの会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

２０土
●ゆうばり再発見！
市民ハイキング
9:00～14:00
若菜～富野間
●軟式野球 南空知大会
(～21日）9:00～
平和運動公園
●無料法律相談
（前日までに要予約）
12:30～15:30
市民研修ｾﾝﾀｰ
市市民保険G℡52-3104

１０水
●運転免許更新時講習会
（違反）13:00～15:00
文化スポーツセンター

●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085

●テレビ電話無料法律相談
(事前要予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

８月
●育児教室(ｶﾝｶﾞﾙｰ)
10:00～12:00
保健福祉ｾﾝﾀｰ
●三種混合予防接種

14:0 0～16:0 0

中條医院℡58-2 350
■図書コーナー休館日
■美術館休館日
■文化スポーツセンター
休館日

９火
●運転免許更新時講習会

（初回）13:00～15:00
文化スポーツセンター

１１木
●大学バスケットボー

ル春季大会（～14日）

9: 00～文化スポーツセ

ンター

●げんキッズ！
9:30～12:45

緑ヶ丘保育園

●年金相談

10:00～15:00

市民研修センター

市市民保険G℡52-3104

●運転免許更新時講習会

（優良）13:00～13:30

文化スポーツセンター
●運転免許更新時講習会

（一般）14:00～15:00

文化スポーツセンター
●たった１チームだけ

のYOSAKO Iｿｰﾗﾝ祭りin

夕張 17:00～18:30

清水沢駅前広場

１２金 １３土

６土
●小学校運動会

（夕張小・清水沢小）

1月
●固定資産税・都市計

画税納期

●人権特設相談

10:00～14:00
市民研修センター

■図書コーナー休館日

■美術館休館日

■文化スポーツセンター

休館日

２００９

６月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

５金
●読み聞かせの会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

４木３水
●三種混合予防接種会
14:00～16:00

南清水沢診療所℡59-70851

●テレビ電話無料法律相談
(事前要予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

２火
●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00

簗詰医院℡59-7026

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のか』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）

たった１チームだけのＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りin夕張
６月11日(木) 午後５時～６時半 清水沢駅前広場（雨天時健康会館）

出演 関西京 都今村組とそ の仲間達

問い合わせ先 ㈱吉井快生堂 ℡５９－７６１６


