
暮らしのカレンダー 2021

10月広報ゆうばり

１金
●りすた楽々運動教室
●ゆうばり図書まつり
9：00～21：00
りすた
●市民パークゴルフ大会
9：00～
紅葉山パークゴルフ場
☎58－3011

２土

●夕張中学校ＰＴＡ資源
物回収
9：00～
■りすた図書館休館日
◇日曜当番医
9：00～17：00
南清水沢診療所
☎59－7085

３日
●４種混合予防接種
14：00～16：00
中條医院☎58－2350
■文化スポーツセンター
休館日

４月
●ボクシングクラブ
●大型ごみの収集日
（詳細は広報ゆうばり10
月号）
●商工会議所臨時窓口
相談室
9：00～12：00
りすた

５火
●ピンポンバドミントン
クラブ
●大型ごみの収集日
（詳細は広報ゆうばり10
月号）
●にじいろサークル
10：00～11：30
ゆうばり丘の上こども園
☎59－7831
●麻しん・風しん、2種混
合予防接種（要予約）
14：00～16：00
南清水沢診療所
☎59－7085

６水

●剣道クラブ
●ランニング＆ノルディッ
クウォーキングクラブ
●文スポ楽々運動教室
●大型ごみの収集日
（詳細は広報ゆうばり10
月号）
●介護予防ゆるリラ講座
（地域巡回型）
10：00～11：30
紅葉山会館
☎52－3107
●無料法律相談
（前日までに要予約）
12：00～14：00
りすた☎52－3104
●運転免許更新時講習
（一般）（要事前手続）
12：30～
文化スポーツセンター
●運転免許更新時講習
（違反）（要事前手続）
14：00～
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）
16：30～
文化スポーツセンター
●水痘・BCG予防接種
（要予約）
16：00～17：30
夕張市立診療所
☎52－4339

７木

８金 ●りすた楽々運動教室
９土

●ハンドクラフト体験会
（フォトフレーム）
※時間は広報ゆうばり9
月号掲載
りすた
■りすた図書館休館日
◇日曜当番医
9：00～17：00
夕張市立診療所
☎52－4339

10日

■文化スポーツセンター
休館日

11月
●ボクシングクラブ
●商工会議所臨時窓口
相談室
9：00～12：00
りすた
●まちあいカフェ
11：00～15：00
りすた☎57－7711

12火

●ピンポンバドミントン
クラブ
●ＦＰ行政書士無料相
談会
13：00～17：00
りすた☎52－3129
●日本脳炎予防接種
（市保健係で要予約）
14：00～16：00
南清水沢診療所
☎52－3106

13水

●剣道クラブ
●ランニング＆ノルディッ
クウォーキングクラブ
●生活相談会
13：30～16：00
りすた☎52－3177
●日本脳炎予防接種
（市保健係で要予約）
16：00～17：30
夕張市立診療所
☎52－3106

14木 ●秋の火災予防運動
（～31日）
●鹿之谷ゼミナール
「北炭夕張新炭鉱災害か
ら40周年を迎えて」
13：00～17：00
りすた
☎090－2622－4455

15金
●市民パークゴルフ大会
9：00～
紅葉山パークゴルフ場
☎58－3011
●鹿之谷ゼミナール
「北炭夕張新炭鉱災害か
ら40周年を迎えて」
10：00～16：30
りすた
☎090－2622－4455
●無料法律相談
（前日までに要予約）
12：30～15：30
りすた☎52－3104

16土

■りすた図書館休館日
◇日曜当番医
9：00～17：00
夕張市立診療所
☎52－4339

17日

●麻しん・風しん、2種混
合予防接種
14：00～16：00
中條医院☎58－2350
●絵本の読み聞かせ講
座（夜の部）
18：30～20：00
りすた☎57－7583
■文化スポーツセンター
休館日

18月
●ボクシングクラブ
●商工会議所臨時窓口
相談室
9：00～12：00
りすた

19火

●ピンポンバドミントン
クラブ
●にじいろサークル
10：00～11：30
ゆうばり丘の上こども園
☎59－7831

20水

●剣道クラブ
●ランニング＆ノルディッ
クウォーキングクラブ
●文スポ楽々運動教室
●絵本の読み聞かせ講
座（昼の部）
10：00～11：30
りすた☎57－7583
●乳児健康診査
12：30～
りすた

21木 ●行政・人権・心配ごと
合同なんでも相談
10：00～12：00
りすた☎52－3104
●絵本の読み聞かせ講
座（夜の部）
18：30～20：00
りすた☎57－7583

22金

●古本市（～11月13日）
りすた
●夕張市民文化祭2021
（～11月３日）
りすた
●清水沢まちあるき
14：00～15：30
清水沢3丁目お菓子のふ
じ前集合

23土

●ヨガの教えから学ぶ！
幸せに生きる方法論
10：00～12：00
りすた
☎080－4890－0987
●地域の魅力を伝える
本づくり
13：00～15：00
りすた☎57－7711
■りすた図書館休館日
◇日曜当番医
9：00～17：00
夕張市立診療所
☎52－4339

24日

●まちあいカフェ
11：00～15：00
りすた☎57－7711
■りすた図書館休館日
◇日曜当番医
9：00～17：00
中条医院☎58－2350

31日
●日本脳炎予防接種
（市保健係で要予約）
14：00～16：00
中條医院☎52－3106
●絵本の読み聞かせ講
座（夜の部）
18：30～20：00
りすた☎57－7583
■文化スポーツセンター
休館日

25月
●ボクシングクラブ
●商工会議所臨時窓口
相談室
9：00～12：00
りすた
●まちあいカフェ
11：00～15：00
りすた☎57－7711

26火
●ピンポンバドミントン
クラブ
●絵本の読み聞かせ講
座（昼の部）
10：00～11：30
りすた☎57－7583
●4種混合予防接種
（要予約）
14：00～16：00
南清水沢診療所
☎59－7085

27水

●剣道クラブ
●ランニング＆ノルディッ
クウォーキングクラブ
●無料法律相談
（前日までに要予約）
12：00～14：00
ゆうばり共生型ファーム
☎52－3104
●献血車市内巡回
9：00～10：30
農協本部前
11：00～11：30
石田鉄工㈱前
13：00～14：20
シチズン時計マニュファク
チャリング㈱夕張工場前
15：00～15：30
清光園前
16：00～17：00
りすた前
●4種混合予防接種
（要予約）
16：00～17：30
夕張市立診療所
☎52－4339

28木 ●献血車市内巡回
9：00～12：00
夕張市役所前
13：45～14：20
北海道博愛舎前
15：00～15：30
㈱テーオーフローリング
夕張工場前

29金 30土

休日・夜間の急病やケガで「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

消防署
☎53－4122
までお尋ねください。
（24時間体制）

古本市
　期間中、りすた待合交流スペースにりすた図書館の除籍図書を展示
します。自由にお持ち帰りください。（ただし、１人 10 冊まででお願
いします。）

期間：10月23日（土）～11月13日（土）
時間：午前６時30分～午後９時

問合せ先：りすた図書館　☎57－7583


