
１７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

１０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木
●育児教室（カンガルー）
10:00～12:00
保健福祉センター

●確定申告相談
10:00～19:00
市民研修センター
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係 ℡52-3104
12:30～15:0 0
文化スポーツセンター

●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
●ユーパロ幼稚園卒園式

●緑ヶ丘保育園卒園式

●赤十 字 救 急 法 短期
講習会
13:30～15:30
文化スポーツセンター

■図書コーナー休館日

日曜当番医
中條医院
9:00～17:00 ℡58-2350

８金
●確定申告相談
10: 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
問合せ℡56-5666

９土

２５月
■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

１９火
●ゆうばり小学校

卒業式

１８月
●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

１２火
●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●三種混合予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026
●ＣＯ．ＣＯ．フレ
～創作活動による交流
16:30～17:30
夕張高等養護学校

１３水
●夕張中学校卒業式

●確定申告相談
9:00～17:0 0
市役所２階
●こころの健康相談
10:00～12: 00
保健福祉センター
●司法書士相談
13:00～16: 00
農業研修センター
問合せ℡56-5666

●三種混合予防接種
(要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085

●ＢＣＧ予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

１１月
●確定申告相談
9:0 0～19:0 0
市役所２階

●運動普及サポーター
養成講座
13: 30～15: 00
市民研修センター
●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

２１木
●渡場実希「習字展」
（～4/12）8:45～17 :30
「あずましい」市役所２階
●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係 ℡52-3104
12:30～15:00
市民研修センター

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

●3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

２２金
● ゆうばり小学校修了式

● 夕張中学校修了式

● 夕張高校修了式

● 夕張高等養護学校
修了式

●行政/心配ごと
合同相談
10: 00～14: 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
問合せ℡56-5666

２３土
●市内各保育園卒園式

１６土
●夕老連世代間
スポーツ交流会
10:00～14:00
文化スポーツセンター

●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係 ℡52-3104
12:30～15:30
市民研修センター

２０１３

３月
暮らしのカレンダー

広報ゆうばり

４月
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター

●運動普及サポーター
養成講座
13:30～15:00
市民研修センター

●不活化ポリオ予防接種
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

６水
●確定申告相談
10:00～16:00
市民研修センター
●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会
問合せ℡56-5666

●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
●不活化ポリオ予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939
●ＢＣＧ予防接種
（要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085

１４木
●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●乳幼児健康相談
13:00～16:00
保健福祉センター

●麻しん・風しん予防接種
（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

１５金
●夕張高等養護学校
卒業式

●確定申告相談
9:00～17:00
市役所２階

●育児教室（コアラ）
10:00～11:30
保健福祉センター

●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
問合せ℡56-5666

２土
●スマイルカップフッ
トサル大会（～3日）
9:00～
文化スポーツセンター

２０水 春分の日

■図書コーナー休館日

２８木
●不活化ポリオ予防接種

（要予約）
14:00～18:00
夕張市立診療所℡52-4339

２７水
●司法書士相談
13:00～16:00
紅葉山会館
問合せ℡56-5666
●三種混合予防接種
14:00～16:00
夕愛クリニック℡53-3939

●不活化ポリオ予防接種

(要予約）
14:00～16:00
南清水沢診療所℡59-7085

２９金
●司法書士相談
13:0 0～16:0 0
若菜ふれあいサロン
問合せ℡56-5666

３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

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。

１金
●夕張高校卒業式

●市内保育園ひなまつ

り

●ユーパロ幼稚園ひなま

つり行事

●確定申告相談
10: 00～16: 00
市民研修センター

●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●司法書士相談
13: 00～16: 00
若菜ふれあいサロン

５火
●確定申告相談
10:0 0～16:0 0
市民研修センター

●麻しん・風しん予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

２６火
● ユーパロ幼稚園終業

式

●不活化ポリオ予防接種
14:00～16:00
簗詰医院℡59-7026

３０土
３１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

４/１月
● 緑ヶ丘保育園入園式

●市内各保育園入園式

■図書コーナー休館日

■文化スポーツセンター
休館日

２火
●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

３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

●司法書士相談
13:00～16:00
社会福祉協議会
問合せ℡56-5666

４木
●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

●無料法律相談
（前日までに要予約）

市市民係 ℡52-3104
12:30～15:00
市民研修センター

５金
●おはなし会
11:00～
保健福祉センター２階
ひなたＢook℡56-6601

●司法書士相談
13:00～16:00
若菜ふれあいサロン
問合せ℡56-5666

６土
７日
●ユーパロ幼稚園
入園式

■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

次号、広報ゆうばり４月号は４月３日に配布いたします。 市総務係 ☎５２－３１７０

食器洗い乾燥機の一部製品リコール

※火災事案が発生しています。

平成１２年～１３年に製造の
・品番 ＤＷ－Ｓ２０００（三洋電機）
・品番 ＤＷ－Ｓ２１００（三洋電機）
・品番 ＤＷ－ＳＪ２０００（三洋電機）
該当・不明の場合は
三洋電機㈱「食器洗い乾燥機相談室｣までお問合せ下さい

フリーダイヤル 0120-34-3581

１月号暮らしのカレンダー裏面の

無料法律相談日程の変更

３月２８日から３月２１日に変更と

なりました。




