
１７日

■図書コーナー休館日

日曜当番医

７月号折込みチラシを
ご覧ください

１０日
●夕張市農業委員会

委員選挙

■図書コーナー休館日

日曜当番医

７月号折込みチラシを
ご覧ください

７木
●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

2４日

■図書コーナー休館日

日曜当番医

７月号折込みチラシを
ご覧ください

８金
●育児教室（カンガルー）
10:00～12:00
保健福祉センター
●リズムダンス体験
講座 10:00～
清水沢地区公民館
●水泳教室（小学生）
15:30～16:50
清水沢プール
●七夕まつり
17:45～
緑ヶ丘保育園

９土
● 夕張 高 校学 校 祭

（～10日）

2５月
■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

■美術館休館日

１９火

●三種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

■文化スポーツセンター
休館日
■美術館休館日

１８月 海の日

■図書コーナー休館日

1２火
●全空知中 体連サッ
カー大会（～13日）
9:00～
平和運動公園

1３水
●切り絵展（～28日）
8:45～17 :30
市役所２階「あずましい」
●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
南清水沢診療所℡59-7085
●テレビ電話無料法律相談
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

1１月

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日
■美術館休館日

２１木
●特定計量器定期検査
10:0 0～12:00
南支所車庫
13:3 0～15:00
消防署紅葉山分団詰所車庫
●乳幼児健康相談
13:0 0～16:00
保健福祉センター

●三 種混合 予防接 種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

●７月定例教育委員会
16:0 0～
市役所３階

2２金
●１学期終業式
・ユーパロ幼稚園
・ゆうばり小学校
・夕張中学校
● 行政/心配ごと合 同
相談 10: 00～14:0 0
老人福祉会館

● 水泳教室（小学生）
15:30～16:50
清水沢プール

2３土
●中村真衣さんの講演
と水泳教室
10:00～
ゆうばり小学校
清水沢プール
●産炭地域こども交流
事業（～24日）
13:00～
夕張岳ヒュッテ周辺
夕張岳登山

1６土
●無料法律相談

（前日までに要予約）
市市民保険グループ

℡52-3104
12:30～15:30
市民研修センター

２０１1

７月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

４月
●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00
中條医院℡58-2350

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日
■美術館休館日

６水
●げんきルーム
9:15～11 :15
新夕張・清陵保育園

●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
●三種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

●テレビ電話無料法律相談
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館
●ＣＯ．ＣＯ．フレ
～お楽しみ交流会～
16:30～17:30
夕張高等養護学校

1４木
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園

1５金
●育児教室（コアラ）
10:00～11:30
保健福祉センター

●劇団さっぽろ｢五感で
楽しむ短編演劇集」
10:45～12:25
夕張中学校体育館
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●水泳教室（小学生）
15:30～16:50
清水沢プール

２０水
●特定計量器定期検査
13: 30～15: 30
保健福祉センター車庫

●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
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館
■文化スポーツセンター
休館日

２８木
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園２７水

●ＢＣＧ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
(要事前予約）
社会福祉協議会℡56-6004
15:00～老人福祉会館

２９金
●水泳教室（小学生）
15:30～16:50
清水沢プール

３日
●清水沢プールオープン
（～8/28）

■図書コーナー休館日

日曜当番医

７月号折込みチラシを
ご覧ください

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
消防署 電話５３－４１２２
までお尋ねください。
(24時間体制）

１金
●「郷土美術が語る・

創造の世界Ｉ」
(～17日）美術館
●「素描でみる、夕張
の街並み」(～10日）
美術館
●リズムダンス体験
講座 10:00～
清水沢地区公民館

５火
●「命のパネルメッセー
ジ展」（～11日）
8:45～17:30
市役所２階「あずましい」
●南空知中体連サッカー
大会(～6日）9: 00～
平和運動公園
●南空知中体連バレー
ボールー大会(～6日）
9:00～
文化スポーツセンター
●もも倶楽部
10:00～
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

2６火
●「郷時を超 えて～
夕 張 ・ 一 滴 の 風 景
～ ②」 (～ 8/ 7日 ）
美術館

ððð いけのぼう巡回講座― Ikenobo2011 ððð

日 時 ７月２４日 １０時００分～１５時００分

場 所 アディーレ会館ゆうばり

問合せ先 池坊夕張支部長 寒川 TEL･FAX 011-373-3323

３０土
●メロンリーグ(高校野球）
大会（～8/5日）
9:00～
平和野球場

３１日

■図書コーナー休館日

日曜当番医

７月号折込みチラシをご
覧ください

8/1月
●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
者保険料納期

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日
■美術館休館日

２火
●メロンカップ(高校サッ
カー）大会(～8/ 7日）
9:00～
平和運動公園
●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

●ほくでんファミリー
コンサート 18: 3 0～
開場17:00
文化スポーツセンター

３水
●育児教室（コアラ）
10:00～11:30
夕張高等養護学校

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

●三種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

☆☆夕張高校学校祭☆☆
＜価値ある個性を、夕張の推進力に。あげぽよ～↑↑＞

７/９ 仮装パレード
13:00 出発→清水沢イベント広場→15:30 学校着

７/10 一般公開 8:50～17:50
※花火19:50～20:00

●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601
●育児教室（コアラ）
14:1 5～15:30
夕張高等養護学校

２土
夕張高校 ℡ 52-7110

地デジ臨時相談窓口のご案内

 南 支 所 ～７月22日まで

 市役所１階 ７月24日～８月26日

※７月24日(日）を除く土日祝日は開催しません。

問合せ先 デジサポ道央 ＴＥＬ011-271-3825

地域再生グループ ＴＥＬ52-3141




