
健康診査実施中！

１３日日日日
●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査

6666::::33330000～～～～11110000::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢生生生生活活活活館館館館

●●●●ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッカカカカーーーー選選選選

手手手手権権権権 9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●ササササンンンンググググリリリリンンンン太太太太陽陽陽陽園園園園親親親親

善善善善野野野野球球球球大大大大会会会会 9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススタタタタジジジジアアアアムムムム

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000☎☎☎☎55552222----4444333333339999

６６６６日日日日
●●●●北北北北海海海海道道道道学学学学生生生生ササササッッッッカカカカーーーーリリリリーーーー

ググググ大大大大会会会会 9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●北北北北海海海海道道道道救救救救護護護護施施施施設設設設協協協協会会会会職職職職員員員員

ススススポポポポーーーーツツツツレレレレクククク野野野野球球球球大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススタタタタジジジジアアアアムムムム

●●●●汽汽汽汽車車車車フフフフェェェェススススタタタタ2222000011115555

11110000::::00000000～～～～南南南南大大大大夕夕夕夕張張張張駅駅駅駅跡跡跡跡地地地地

●●●●夕夕夕夕張張張張太太太太鼓鼓鼓鼓保保保保存存存存会会会会

「「「「竜竜竜竜花花花花」」」」４４４４５５５５周周周周年年年年記記記記念念念念演演演演

奏奏奏奏会会会会 11112222::::00000000～～～～11116666::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

中中中中條條條條医医医医院院院院

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000☎☎☎☎55558888----2222333355550000

３木
●●●●小小小小学学学学校校校校鑑鑑鑑鑑賞賞賞賞教教教教室室室室

ゆゆゆゆううううばばばばりりりり小小小小学学学学校校校校

●●●●無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談

（（（（前前前前日日日日ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

市市市市市市市市民民民民係係係係☎☎☎☎55552222----3333111100004444

11112222::::33330000～～～～11115555::::00000000

ゆゆゆゆううううばばばばりりりり共共共共生生生生型型型型フフフファァァァーーーームムムム

（（（（旧旧旧旧夕夕夕夕張張張張小小小小学学学学校校校校））））

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（優優優優良良良良））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11113333::::33330000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（一一一一般般般般））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11114444::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●１１１１歳歳歳歳６６６６カカカカ月月月月・・・・３３３３歳歳歳歳児児児児健健健健診診診診、、、、

２２２２歳歳歳歳児児児児歯歯歯歯科科科科健健健健診診診診

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

２０日日日日
●●●●ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッカカカカーーーー選選選選手手手手権権権権

9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

４金
●●●●夕夕夕夕 張張張張中中中中 学学学学 校校校校 学学学学校校校校 祭祭祭祭

（（（（～～～～5555日日日日））））

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

５土
●●●●保保保保育育育育園園園園運運運運動動動動会会会会

((((新新新新夕夕夕夕張張張張、、、、沼沼沼沼ノノノノ沢沢沢沢））））

●●●●NNNNTTTTTTTT北北北北海海海海道道道道ササササッッッッカカカカーーーー大大大大会会会会

（（（（～～～～6666日日日日））））9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

２１月 敬敬敬敬老老老老のののの日日日日

●●●●公公公公衆衆衆衆浴浴浴浴場場場場高高高高齢齢齢齢者者者者等等等等無無無無料料料料

開開開開放放放放((((宮宮宮宮前前前前町町町町、、、、真真真真谷谷谷谷地地地地、、、、清清清清陵陵陵陵））））

●●●●秋秋秋秋のののの交交交交通通通通安安安安全全全全運運運運動動動動

（（（（～～～～33330000日日日日））））

●●●●北北北北海海海海道道道道チチチチャャャャンンンンピピピピオオオオンンンンシシシシッッッッ

ププププ野野野野球球球球大大大大会会会会（（（（～～～～22223333日日日日））））

9999::::00000000～～～～ササササンンンンググググリリリリンンンンススススタタタタジジジジアアアアムムムム

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

１５火
●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査

6666::::33330000～～～～11110000::::00000000

11113333::::00000000～～～～11114444::::33330000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●高高高高齢齢齢齢者者者者囲囲囲囲碁碁碁碁・・・・麻麻麻麻雀雀雀雀・・・・将将将将

棋棋棋棋大大大大会会会会 11110000::::33330000～～～～

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館 ☎☎☎☎55556666----6666000000004444

１４月
●●●●沼沼沼沼ノノノノ沢沢沢沢神神神神社社社社祭祭祭祭（（（（～～～～11115555日日日日））））

●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査

6666::::33330000～～～～11110000::::00000000

11113333::::00000000～～～～11114444::::33330000

鹿鹿鹿鹿のののの谷谷谷谷生生生生活活活活館館館館

●●●●ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ・・・・ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

中中中中條條條條医医医医院院院院☎☎☎☎55558888----2222333355550000

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

８火
●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり脳脳脳脳トトトトレレレレ運運運運動動動動教教教教室室室室

11110000::::00000000～～～～11111111::::33330000 清清清清栄栄栄栄生生生生活活活活館館館館

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり小小小小学学学学校校校校地地地地域域域域参参参参観観観観日日日日

11113333::::22225555～～～～11115555::::00000000

ゆゆゆゆううううばばばばりりりり小小小小学学学学校校校校

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり脳脳脳脳トトトトレレレレ運運運運動動動動教教教教室室室室

11113333::::33330000～～～～11115555::::00000000 栄栄栄栄団団団団地地地地集集集集会会会会所所所所

９水
●●●●滝滝滝滝ノノノノ上上上上神神神神社社社社祭祭祭祭

（（（（～～～～1111 0000日日日日））））

●●●●げげげげんんんんききききルルルルーーーームムムム

9999::::33330000～～～～11111111::::33330000

新新新新夕夕夕夕張張張張保保保保育育育育園園園園

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

農農農農業業業業研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●ＦＦＦＦＰＰＰＰ行行行行政政政政書書書書士士士士にににによよよよるるるる

無無無無料料料料相相相相談談談談会会会会

11113333::::00000000～～～～11117777::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

７７７７月月月月
●●●●健健健健康康康康づづづづくくくく りりりりリリリリーーーー ダダダダ ーーーー

養養養養成成成成講講講講習習習習会会会会 （（（（～～～～ 8888日日日日 ））））

11110000::::00000000～～～～ 老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

☎☎☎☎55556666----6666777777777777

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

中中中中條條條條医医医医院院院院☎☎☎☎55558888----2222333355550000

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

１７木
●●●●夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校体体体体育育育育祭祭祭祭

（（（（～～～～11118888日日日日））））夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校

●●●●ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ・・・・ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11116666::::00000000～～～～11118888::::00000000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55552222----4444333333339999

１８金
●●●●げげげげんんんんキキキキッッッッズズズズ！！！！

9999::::33330000～～～～11112222::::44445555

（（（（11110000::::00000000～～～～11111111::::00000000 折折折折りりりり紙紙紙紙

ででででああああそそそそぼぼぼぼうううう！！！！））））

緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘保保保保育育育育園園園園

●●●●育育育育児児児児教教教教室室室室（（（（ココココアアアアララララ））））

11110000::::00000000～～～～11111111::::44445555

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●9999月月月月定定定定例例例例教教教教育育育育委委委委員員員員会会会会

11116666::::00000000～～～～ 市市市市役役役役所所所所３３３３階階階階

１９土
●●●●ミミミミニニニニババババススススケケケケッッッットトトトボボボボーーーールルルル

ポポポポッッッッププププササササママママーーーー大大大大会会会会

（（（（～～～～22220000日日日日））））9999::::00000000～～～～

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●北北北北海海海海道道道道学学学学生生生生ササササッッッッカカカカーーーーリリリリーーーー

ググググ大大大大会会会会 9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●清清清清光光光光園園園園秋秋秋秋ののののふふふふれれれれ愛愛愛愛ままままつつつつりりりり

11110000::::00000000～～～～11115555::::00000000

清清清清光光光光園園園園正正正正面面面面駐駐駐駐車車車車場場場場

●●●●無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談

（（（（前前前前日日日日ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

市市市市市市市市民民民民係係係係☎☎☎☎55552222----3333111100004444

11112222::::33330000～～～～11115555::::33330000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●鹿鹿鹿鹿ノノノノ谷谷谷谷ゼゼゼゼミミミミナナナナーーーールルルル

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

日日日日本本本本キキキキリリリリスススストトトト教教教教会会会会夕夕夕夕張張張張教教教教会会会会

１２土土土土
●●●●紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山神神神神社社社社祭祭祭祭（（（（～～～～11113333日日日日））））

●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査

6666::::33330000～～～～11110000::::00000000

南南南南部部部部ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●ジジジジュュュュニニニニアアアアササササッッッッカカカカーーーーフフフフェェェェスススス

テテテティィィィババババルルルル

（（（（～～～～11113333日日日日））））9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●ササササッッッッカカカカーーーー少少少少年年年年団団団団全全全全道道道道予予予予

選選選選大大大大会会会会（（（（～～～～11113333日日日日））））9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●ミミミミニニニニババババススススケケケケッッッットトトトボボボボーーーールルルル

南南南南空空空空知知知知カカカカッッッッププププ大大大大会会会会

（（（（～～～～11113333日日日日））））9999::::00000000～～～～

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●福福福福祉祉祉祉ふふふふれれれれああああいいいい広広広広場場場場

11110000::::00000000～～～～11114444::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館 ☎☎☎☎55556666----6666000000004444

暮暮暮暮ららららししししののののカカカカレレレレンンンンダダダダーーーー

広報ゆうばり

２水水水水
●●●●９９９９月月月月展展展展（（（（絵絵絵絵画画画画のののの作作作作品品品品展展展展））））

（（（（～～～～22229999日日日日））））8888::::44445555～～～～11117777::::33330000

市市市市役役役役所所所所２２２２階階階階「「「「ああああずずずずままままししししいいいい」」」」

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（違違違違反反反反））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

１０木
●●●●育育育育児児児児教教教教室室室室（（（（カカカカンンンンガガガガルルルルーーーー））））

11110000::::00000000～～～～11111111::::44445555

保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11116666::::00000000～～～～11118888::::00000000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55552222----4444333333339999

１１金
●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

１６水
●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南部部部部ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィセセセセンンンンタタタターーーー

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ・・・・ポポポポリリリリオオオオ予予予予防防防防接接接接種種種種

（（（（要要要要予予予予約約約約））））11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

２４木
●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり脳脳脳脳トトトトレレレレ運運運運動動動動教教教教室室室室

11110000::::00000000～～～～11111111::::33330000

真真真真谷谷谷谷地地地地６６６６区区区区集集集集会会会会所所所所

●●●●無無無無料料料料法法法法律律律律相相相相談談談談

（（（（前前前前日日日日ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

市市市市市市市市民民民民係係係係☎☎☎☎55552222----3333111100004444

11112222::::33330000～～～～11115555::::00000000

市市市市民民民民研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●セセセセーーーーフフフフテテテティィィィココココーーーールルルルゆゆゆゆううううばばばばりりりり

11113333::::33330000～～～～

紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山武武武武道道道道館館館館横横横横

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり脳脳脳脳トトトトレレレレ運運運運動動動動教教教教室室室室

11113333::::33330000～～～～11115555::::00000000

ははははままままななななすすすす会会会会館館館館

●●●●水水水水痘痘痘痘予予予予防防防防接接接接種種種種（（（（要要要要予予予予約約約約））））

11116666::::00000000～～～～11118888::::00000000

夕夕夕夕張張張張市市市市立立立立診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55552222----4444333333339999

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

２３水水水水 秋秋秋秋分分分分のののの日日日日

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

２５金
●●●●行行行行政政政政相相相相談談談談

9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

１火
●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新新新新時時時時講講講講習習習習

（（（（初初初初回回回回））））（（（（要要要要事事事事前前前前手手手手続続続続））））

11113333::::00000000～～～～11115555::::00000000

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●麻麻麻麻ししししんんんん風風風風ししししんんんん予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎5555 9999 ---- 7777 0000 2222 6666

２２火 国国国国民民民民のののの休休休休日日日日

●●●●中中中中学学学学生生生生ササササッッッッカカカカーーーーリリリリーーーーググググ大大大大会会会会

9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

２６土
●●●●北北北北海海海海道道道道学学学学生生生生ササササッッッッカカカカーーーーリリリリーーーー

ググググ大大大大会会会会 9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●ミミミミニニニニババババススススケケケケッッッットトトトボボボボーーーールルルル

ササササママママーーーーリリリリーーーーググググ大大大大会会会会

（（（（～～～～22227777日日日日））））9999::::00000000～～～～

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

●●●●夕夕夕夕張張張張再再再再発発発発見見見見！！！！市市市市民民民民ハハハハイイイイ

キキキキンンンンググググ（（（（若若若若菜菜菜菜・・・・平平平平和和和和方方方方面面面面））））

9999::::33330000～～～～11113333::::00000000

集集集集合合合合場場場場所所所所::::保保保保健健健健福福福福祉祉祉祉セセセセンンンンタタタターーーー

●●●●清清清清水水水水沢沢沢沢ままままちちちちああああるるるるきききき

11114444::::00000000～～～～11115555::::33330000

集集集集合合合合場場場場所所所所 ＪＪＪＪＲＲＲＲ清清清清水水水水沢沢沢沢駅駅駅駅

●●●●夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校吹吹吹吹奏奏奏奏楽楽楽楽部部部部

定定定定期期期期演演演演奏奏奏奏会会会会 11114444::::33330000～～～～

夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校体体体体育育育育館館館館

☎☎☎☎ 55559999 ---- 7777 8888 0000 8888

２７日日日日
●●●●緑緑緑緑ヶヶヶヶ丘丘丘丘保保保保育育育育園園園園運運運運動動動動会会会会

9999::::00000000～～～～

ゆゆゆゆううううばばばばりりりり小小小小学学学学校校校校体体体体育育育育館館館館

●●●●ククククララララブブブブユユユユーーーーススススササササッッッッカカカカーーーー選選選選手手手手権権権権

9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツヴヴヴヴィィィィレレレレッッッッジジジジ

●●●●中中中中学学学学硬硬硬硬式式式式野野野野球球球球秋秋秋秋季季季季全全全全道道道道新新新新

人人人人戦戦戦戦大大大大会会会会 9999::::00000000～～～～

ササササンンンンググググリリリリンンンンススススタタタタジジジジアアアアムムムム

●●●●夕夕夕夕張張張張市市市市消消消消防防防防団団団団総総総総合合合合訓訓訓訓練練練練

9999::::00000000～～～～ 消消消消防防防防署署署署横横横横

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

日日日日曜曜曜曜当当当当番番番番医医医医

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000☎☎☎☎55559999----7777000022226666

２２２２ ００００ １１１１ 5555

９月

２８月
●●●●美美美美術術術術協協協協会会会会公公公公募募募募展展展展

（（（（～～～～11110000月月月月3333日日日日））））

9999::::00000000～～～～11118888::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校

オオオオーーーーププププンンンンススススククククーーーールルルル

11113333::::33330000～～～～11116666::::00000000 夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校

●●●●水水水水痘痘痘痘予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

中中中中條條條條医医医医院院院院☎☎☎☎55558888----2222333355550000

■■■■図図図図書書書書ココココーーーーナナナナーーーー休休休休館館館館日日日日

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

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

消消消消 防防防防 署署署署

☎☎☎☎５５５５３３３３－－－－４４４４１１１１２２２２２２２２

２９火
●●●●商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所臨臨臨臨時時時時窓窓窓窓口口口口

相相相相談談談談室室室室 9999::::00000000～～～～11112222::::00000000

清清清清水水水水沢沢沢沢地地地地区区区区公公公公民民民民館館館館

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり脳脳脳脳トトトトレレレレ運運運運動動動動教教教教室室室室

11110000::::00000000～～～～11111111::::33330000 清清清清栄栄栄栄生生生生活活活活館館館館

●●●●ゆゆゆゆううううばばばばりりりり脳脳脳脳トトトトレレレレ運運運運動動動動教教教教室室室室

11113333::::33330000～～～～11115555::::00000000 栄栄栄栄団団団団地地地地集集集集会会会会所所所所

●●●●４４４４種種種種混混混混合合合合予予予予防防防防接接接接種種種種

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

簗簗簗簗詰詰詰詰医医医医院院院院☎☎☎☎55559999----7777000022226666

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

３０水水水水
●●●●夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校 前前前前期期期期終終終終業業業業式式式式

●●●●国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険料料料料、、、、介介介介護護護護保保保保険険険険

料料料料、、、、後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療保保保保険険険険料料料料納納納納

期期期期

●●●●夕夕夕夕張張張張市市市市老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉大大大大会会会会

11110000::::00000000～～～～11113333::::00000000

老老老老人人人人福福福福祉祉祉祉会会会会館館館館

●●●●司司司司法法法法書書書書士士士士相相相相談談談談

11113333::::00000000～～～～11116666::::00000000

若若若若菜菜菜菜ふふふふれれれれああああいいいいササササロロロロンンンン

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●水水水水痘痘痘痘予予予予防防防防接接接接種種種種（（（（要要要要予予予予約約約約））））

11114444::::00000000～～～～11116666::::00000000

南南南南清清清清水水水水沢沢沢沢診診診診療療療療所所所所☎☎☎☎55559999----7777000088885555

■■■■文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

休休休休館館館館日日日日

１０/１木 ２金

３土
●●●●農農農農協協協協青青青青年年年年部部部部軽軽軽軽トトトトララララ市市市市

（（（（～～～～4444日日日日））））9999::::00000000～～～～11115555::::00000000

道道道道のののの駅駅駅駅夕夕夕夕張張張張メメメメロロロローーーードドドド

●●●●ミミミミニニニニババババススススケケケケッッッットトトトボボボボーーーールルルルササササ

ママママーーーーリリリリーーーーググググ大大大大会会会会（（（（～～～～4444日日日日））））

9999::::00000000～～～～

文文文文化化化化ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー

９９９９月月月月はははは

高高高高齢齢齢齢者者者者福福福福祉祉祉祉月月月月間間間間

カカカカセセセセッッッットトトトボボボボンンンンベベベベややややススススププププレレレレーーーー缶缶缶缶のののの捨捨捨捨てててて方方方方

使用済みのカセットコンロ用ガスボンベやスプ

レー缶に穴をあける際に、爆発によるけがや火災

死亡事故が発生しています。

カセットボンベなどは、完全に使い切ってから、

穴を開けずに有料ゴミ袋に入れて捨ててください。

完全に使い切ることができない場合は、消防署

に持参してください。

問問問問合合合合せせせせ先先先先 消防署☎53―4122


