
１８日
●公衆浴場高齢者等無料

開放 清水湯

●市民吹奏楽団ポップス
コンサート
16:00～
アディーレ会館ゆうばり

■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

１１日
●全道知的障がい者施設
対抗パークゴルフ大会
9:00～15:00
虹ヶ丘パークゴルフ場
紅葉山パークゴルフ場

●ゆうばり人形劇まつり
11:00～
はまなす会館

■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

８木
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民保険係

℡52-3104 12:30～15:30
市民研修センター
●運転免許更新時講習
（優良）（要事前手続）
13:0 0～13:30
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）
14:0 0～15:00
文化スポーツセンター

●三種混合予防接種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

2５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

９金
●滝ノ上神社祭
(～10日）

１０土
●市民ハイキング
9:00～14:00
集合 市役所２階駐車場
●清陵保育園運動会
●紅葉山神社祭
(～11日）
●リトルメロンカップ
Ｕ11大会(～11日）
9:00～
平和運動公園
●ＮＴＴ全道サッカー
大会(～11日）9:00～
平和運動公園
●ゆうばり芸能特選
12:00～
アディーレ会館ゆうばり
●リンデンコール創立6
5周年記念演奏会
14:00～
ホテルシューパロ

2６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

２０火

■文化スポーツセンター
休館日
■美術館休館日

１９月 敬老の日
●公衆浴場高齢者等無

料開放

南清、宮前町、真谷地、

清陵、初ヶ台浴場

■図書コーナー休館日

1３火
●高齢者「囲碁・マー
ジャ ン・将棋大会」
10:30～
老人福祉会館

1４水
●沼ノ上神社祭
(～15日）

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

1２月
●ポリオ予防接種
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

２２木
●行政/心配ごと合 同
相談 10:00～14:00
老人福祉会館

●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民課市民係

℡52-3104 12:30～15:30
市民研修センター
消保健福祉センター

2３金 秋分の日
●コアサポート北海道
カップ バスケットボー
ル大会 9:0 0～
文化スポーツセンター

■図書コーナー休館日

2４土
●夕張高等学校吹奏楽
局定期演奏会
開場14:00 開演14:30
夕張高校体育館

1７土
●道東自動車道バス見
学会 8:30～13:00

●紅葉山保育園運動会

●少年サッカー大会
(～18日）9:00～
平和運動公園
●ツールド北海道
(～18日）9:00～
平和運動公園
●ミニバスケット
南空知カップ
(～19日）9:00～
文化スポーツセンター
●栗山高等学校テニス
部合宿
(～19日）9:00～
ゆうばりテニスコート
●無料法律相談

（前日までに要予約）
市市民課市民係℡52-3104
12:30～15:30
市民研修センター

２０１1

９月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

５月
●東芝バスケ部合宿
(～9日）9:00～
文化スポーツセンター
●三種混合予防接種
14:00～16:00

中條医院℡58-2350

■図書コーナー休館日
■文化スポーツセンター
休館日

■美術館休館日

７水
●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
●ＢＣＧ予防接種
（要予約）
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

1５木
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民課市民係℡52-3104

12:30～15:30
市民研修センター

1６金
●旅する写真展～福島
編（～29日）
8:4 5～17:3 0
市役所２階「あずましい」
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●夕高生パン屋さん
12: 00～
夕張高校

２１水
●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

●９月定例教育委員会
16:00～
市役所３階

■文化スポーツセンター
休館日

２９木
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民課市民係

℡52-3104 12:30～15:30
市民研修センター

●乳幼児健康相談
13:00～16:00
保健福祉センター

２８水
●げんきルーム
9:15～11 :15
新夕張・清陵保育園
●夕張高等学校
オープンスクール
13:00～夕張高校
●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

３０金
●国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者保険料納期
●育児教室（カンガルー）
10:00～12:00
保健福祉センター
●第47回夕張市老人福
祉大会
10:00～13:00
老人福祉会館

４日
●北海道学生サッカー連
盟リーグ戦
9:00～
平和運動公園

■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

２金
●夕張中学校学校祭
(～3日）
●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）

14:15～15:30
夕張高等養護学校

６火
●もも倶 楽部（見学
旅行）9:00～16:00
●写真サークル45周年
記念展(～11日）
10:0 0～16:3 0
美術館
●運転免許更新時講習
（初回）（要事前手続）
13:0 0～15:0 0
文化スポーツセンター

●三種混合予防接種

14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

2７火
●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

●児童文学作家
村中季衣講演会
18:00～
保健福祉センター２階

■文化スポーツセンター

休館日

１０/１土

１０/２日
●緑ヶ丘保育園運動会
ゆうばり小体育館
●市民体育祭サッカー
9:00～
平和運動公園
●道央シニアサッカーリーグ
9:00～ 平和運動公園
■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月
●旅する写真展 ～福島
編（～14日）
8:45～17 :30
南支所

■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

４火
●運転免許更新時講習
（初回）（要事前手続）
13:0 0～15:0 0
文化スポーツセンター

●三種混合予防接種

14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

５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
●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
●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

３土
●新夕張保育園
沼ノ沢保育園
運動会

●クラシックカーフェ
スティバル
10:0 0～夕張鹿鳴館

●清光園秋のふれ愛まつり
15:0 0～清光園

１木
●「江川博 作品展」
(～４日）美術館
●駒沢大学サッカー部
合宿（～２日） 9:00～
平和運動公園
●げんキッズ！
9:30～12:45
緑ヶ丘保育園

●無料法律相談
（前日までに要予約）
市市民課市民係

℡52-3104

12:30～15:30
市民研修センター

●埼玉県三郷市「シル
バー元気塾in夕張」
13:30～
清水沢健康会館

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）

夕高生パン屋さん開催

地域の特産物である長いもを利用した蒸しパンを提供します。

と き ９月１６日 ① 正午 ②午後２時３０分

ところ 夕張高校

参加料 無 料 募集期限 ９月１５日まで
募集人員 各２５人 対象者 高齢者の方

申込・問合せ先 夕張高校 沓澤 ℡59-7110

ゆうばり紅葉まつり

１０月８日～９日

滝の上公園

Ù夕張太皷演奏 Ù○×クイズ大会

Ùお楽しみ抽選会 Ù市内バンド演奏

などを予定しています

札幌司法書士会では電話での『暮らしの法律相談』をお受けします。

平日（祝・土・日を除く）12時～15時

ご相談電話番号 011-522-5578
問合せ先 札幌司法書士会事務局011-281-3505

詳細は本誌折込みをご覧

ください




