
１4日日日日
●●●●第第第第５５５５１１１１回回回回全全全全夕夕夕夕張張張張柔柔柔柔道道道道大大大大会会会会

11110000::::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

●●●●夕夕夕夕張張張張花花花花相相相相撲撲撲撲大大大大会会会会

相相相相撲撲撲撲場場場場

■■■■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

7777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

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

４木
●●●●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

ははははままままななななすすすす会会会会館館館館

●●●●石石石石炭炭炭炭博博博博物物物物館館館館資資資資料料料料整整整整理理理理

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

市市市市教教教教育育育育係係係係☎☎☎☎55552222----3333111166666666

●●●●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

●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

２1日日日日
●●●●清清清清水水水水沢沢沢沢ププププーーーールルルル最最最最終終終終日日日日

●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査 6666::::33330000～～～～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

●●●●道道道道警警警警ふふふふれれれれああああいいいいココココンンンンササササーーーートトトトiiiinnnn夕夕夕夕張張張張

11113333：：：：33330000～～～～11117777：：：：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

☎☎☎☎55552222----0000111111110000

■■■■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

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

9999::::00000000～～～～11117777::::00000000 ☎☎☎☎55559999----7777000088885555

５金
●●●●保保保保育育育育園園園園七七七七夕夕夕夕ままままつつつつりりりり

（（（（新新新新夕夕夕夕張張張張、、、、清清清清陵陵陵陵、、、、沼沼沼沼ノノノノ沢沢沢沢））））

●●●●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、、、、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

●●●●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

２2月
●●●●2222学学学学期期期期始始始始業業業業式式式式（（（（夕夕夕夕張張張張高高高高等等等等養養養養

護護護護学学学学校校校校））））

●●●●地地地地域域域域活活活活動動動動支支支支援援援援セセセセンンンンタタタターーーー

作作作作品品品品展展展展（（（（～～～～９９９９月月月月７７７７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」」」」

●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査 6666::::33330000～～～～11110000::::00000000

紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山武武武武道道道道館館館館

●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査 11113333::::00000000～～～～11114444::::33330000

紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山会会会会館館館館

●●●●水水水水痘痘痘痘・・・・ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ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

１6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

１５月
●●●●高高高高校校校校生生生生ササササッッッッカカカカーーーー大大大大会会会会

((((～～～～１１１１８８８８日日日日））））

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

■■■■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

10水
●●●●ペペペペナナナナルルルルテテテティィィィカカカカッッッッププププ

ササササッッッッカカカカーーーー大大大大会会会会((((～～～～１１１１２２２２日日日日))))

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

●●●●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

8888月月月月
●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

18木
●●●●石石石石炭炭炭炭博博博博物物物物館館館館資資資資料料料料整整整整理理理理

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

市市市市教教教教育育育育係係係係☎☎☎☎55552222----3333111166666666

●●●●乳乳乳乳幼幼幼幼児児児児健健健健康康康康診診診診査査査査

11113333::::11115555～～～～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

●●●●生生生生活活活活相相相相談談談談会会会会

11113333::::33330000～～～～11116666::::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

●●●●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

19金
●●●●2222学学学学期期期期始始始始業業業業式式式式（（（（夕夕夕夕張張張張高高高高校校校校））））

●●●●社社社社会会会会保保保保険険険険事事事事務務務務相相相相談談談談

（（（（年年年年金金金金相相相相談談談談））））

11110000::::00000000～～～～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

((((2222日日日日前前前前ままままででででにににに要要要要予予予予約約約約））））

☎☎☎☎0000111122226666----33338888----8888000000000000

●●●●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

●●●●８８８８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

２0土
●●●●健健健健康康康康診診診診査査査査 6666::::33330000～～～～11110000::::00000000

市市市市役役役役所所所所１１１１階階階階ロロロロビビビビーーーー

●●●●全全全全道道道道シシシシニニニニアアアアササササッッッッカカカカーーーー大大大大会会会会

（（（（～～～～22221111日日日日））））

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

●●●●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

13土土土土

２２２２００００１１１１６６６６

８８８８月月月月
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

３水水水水
●●●●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

夕夕夕夕張張張張商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所

☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●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

●●●●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

１1木 山の日

●●●●第第第第３３３３８８８８回回回回全全全全道道道道選選選選手手手手権権権権大大大大会会会会

中中中中学学学学生生生生硬硬硬硬式式式式野野野野球球球球（（（（～～～～11112222日日日日））））

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

●●●●石石石石炭炭炭炭博博博博物物物物館館館館資資資資料料料料整整整整理理理理

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

市市市市教教教教育育育育係係係係☎☎☎☎55552222----3333111166666666

■■■■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

12金
■■■■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水
●●●●2222学学学学期期期期始始始始業業業業式式式式

（（（（ユユユユーーーーパパパパロロロロ幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園、、、、ゆゆゆゆううううばばばば

りりりり小小小小、、、、夕夕夕夕張張張張中中中中））））

●●●●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

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

●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

２5木
●●●●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

●●●●石石石石炭炭炭炭博博博博物物物物館館館館資資資資料料料料整整整整理理理理

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

市市市市教教教教育育育育係係係係☎☎☎☎55552222----3333111166666666

●●●●１１１１歳歳歳歳６６６６カカカカ月月月月児児児児・・・・３３３３歳歳歳歳児児児児健健健健

康康康康診診診診査査査査、、、、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::::11115555～～～～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

●●●●麻麻麻麻ししししんんんん風風風風ししししんんんん、、、、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

２4水水水水
●●●●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

●●●●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

紅紅紅紅葉葉葉葉山山山山会会会会館館館館 ☎☎☎☎55556666----5555666666666666

●●●●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

（（（（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

２6金
●●●●ユユユユーーーーパパパパロロロロ幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園遠遠遠遠足足足足

●●●●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

☎☎☎☎55556666----6666000000004444

●●●●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

２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

●●●●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

２3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

鹿鹿鹿鹿のののの谷谷谷谷生生生生活活活活館館館館

●●●●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

●●●●水水水水痘痘痘痘・・・・ＢＢＢＢＣＣＣＣＧＧＧＧ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

２7土
●●●●石石石石炭炭炭炭博博博博物物物物館館館館学学学学習習習習会会会会

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

市市市市教教教教育育育育係係係係☎☎☎☎55552222----3333111166666666

●●●●道道道道職職職職員員員員ササササッッッッカカカカーーーー大大大大会会会会

（（（（～～～～22228888日日日日））））

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

●●●●少少少少年年年年ササササッッッッカカカカーーーー新新新新人人人人戦戦戦戦

（（（（～～～～22228888日日日日））））

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

●●●●南南南南大大大大夕夕夕夕張張張張郵郵郵郵便便便便局局局局ソソソソフフフフトトトトボボボボーーーールルルル

大大大大会会会会

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

●●●●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

JJJJRRRR清清清清水水水水沢沢沢沢駅駅駅駅集集集集合合合合

28日日日日
●●●●ウウウウイイイインンンン北北北北広広広広島島島島((((社社社社会会会会人人人人野野野野球球球球))))

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

29月
●●●●運運運運動動動動普普普普及及及及ササササポポポポーーーータタタターーーー養養養養成成成成講講講講座座座座

11113333::::11115555～～～～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

●●●●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

30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

●●●●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

6土
●●●●第第第第３３３３２２２２回回回回

ゆゆゆゆううううばばばばりりりり夏夏夏夏ままままつつつつりりりり

11116666::::00000000～～～～

清清清清水水水水沢沢沢沢イイイイベベベベンンンントトトト広広広広場場場場

●●●●高高高高校校校校生生生生夕夕夕夕張張張張キキキキャャャャンンンンププププ

男男男男子子子子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

（（（（～～～～8888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

●●●●SSSSOOOOSSSSEEEEIIII CCCCUUUUPPPP iiiinnnn YYYYUUUUBBBBAAAARRRRIIII

高高高高校校校校生生生生ババババススススケケケケッッッットトトト大大大大会会会会

((((～～～～11111111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9火
●●●●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大大大大会会会会((((～～～～１１１１００００日日日日))))

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

●●●●夕夕夕夕張張張張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

大大大大会会会会((((～～～～１１１１００００日日日日))))

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

●●●●「「「「年年年年金金金金生生生生活活活活者者者者等等等等支支支支援援援援臨臨臨臨

時時時時福福福福祉祉祉祉給給給給付付付付金金金金((((高高高高齢齢齢齢者者者者向向向向けけけけ))))」」」」

のののの申申申申請請請請受受受受付付付付終終終終了了了了

●●●●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

●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

おおおお盆盆盆盆中中中中のののの診診診診療療療療体体体体制制制制 ○全日診療 ×休診

医 療 機 関 名 電話番号 8月12日（金） 8月13日（土） 8月14日（日） 8月15日（月） 8月16日（火）

夕張市立診療所 52-4339 ○ × × × ○

簗 詰 医 院 59-7026 × × × × ○

南清水沢診療所 59-7085 × × × × ○

中 條 医 院 58-2350 ○ × × × ○

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

市市市市消消消消防防防防署署署署☎☎☎☎５５５５３３３３－－－－４４４４１１１１２２２２２２２２

までお尋ねください。

(24時間体制）

清清清清水水水水沢沢沢沢ププププーーーールルルル （（（（８８８８月月月月２２２２１１１１日日日日ままままでででで））））

11110000時時時時～～～～11117777時時時時

31水水水水
●●●●市市市市・・・・道道道道民民民民税税税税、、、、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

●●●●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

●●●●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

9/１木
●●●●日日日日本本本本脳脳脳脳炎炎炎炎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

１月
●●●●固固固固定定定定資資資資産産産産税税税税・・・・都都都都市市市市計計計計画画画画税税税税・・・・

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

●●●●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

（（（（～～～～５５５５日日日日））））

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

●●●●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

●●●●高高高高校校校校野野野野球球球球合合合合宿宿宿宿メメメメロロロロンンンンリリリリーーーーググググ

((((～～～～３３３３日日日日))))

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

●●●●高高高高校校校校生生生生夕夕夕夕張張張張キキキキャャャャンンンンププププ

（（（（～～～～４４４４日日日日））））

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

●●●●原原原原田田田田青青青青琴琴琴琴先先先先生生生生のののの書書書書

（（（（～～～～１１１１６６６６日日日日））））

8888：：：：44445555～～～～11117777：：：：33330000

●●●●デデデデママママンンンンドドドド交交交交通通通通開開開開始始始始

（（（（～～～～平平平平成成成成２２２２９９９９年年年年３３３３月月月月３３３３１１１１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

■■■■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

2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((((～～～～3333日日日日))))

●●●●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

3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全全全全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

（（（（～～～～4444日日日日））））

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

4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

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


