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行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬老人クラブ講話会（老人福祉センター１４：００～）
※くわしくは、１７ページに掲載

金１６
斬うたしない歴史散歩（西小学校集合９：００～１２：
００）※くわしくは、１８ページに掲載
斬絵本の読み聞かせワークショップ（滝川市國學
院短期大学10:00～1２:00）※くわしくは、１１ペー
ジに掲載
斬【休日当番医】市立病院

土１７

斬【休日当番医】市立病院日１８
斬乳幼児相談（公民館冊受 ３～４か月児９：５０～１０：００、
その他１０：００～１０：１５）

月１９
斬牛乳料理講習会（公民館１０：００～）※くわしくは、
１７ページに掲載

斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）
斬児童生徒作品展（公民館：１０月２６日まで展示）
　※くわしくは、１６ページに掲載

火２０

斬健康相談（公民館１０：００～１２：００）
斬社協心配ごと相談（本町生活館１３：００～１５：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水２１
斬介護保険相談（公民館１３：００～１５：００）
斬行政相談（公民館１３：００～１６：００）
斬楽生園地域住民講座（楽生園１４：００～１５：３０）
　※くわしくは、１６ページに掲載
斬麻しん・風しん予防接種【1期】（勤医協神威診
療所冊受 １４：１５～１４：３０）
斬移動としょかん（西小学校１４：１５～・給食センタ
ー１５：４５～・市民体育館１６：１５～）

木２２

金２３
斬滝川駐屯地創立５４周年記念行事（滝川文化セン
ター１４：３０～１７：００）※くわしくは、１７ページに
掲載

斬【休日当番医】市立病院

土２４

斬【休日当番医】市立病院日２５
斬移動収納車（９：００～１１：５０）
斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）

月２６
火２７
斬ひよこスクール（公民館１０：００～１１：３０）
斬社協心配ごと相談（本町生活館１３：００～１５：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水２８
木２９
金３０
斬市民芸術文化祭（公民館：11月1日まで）※く
わしくは、１８ページに掲載

斬絵本の読み聞かせワークショップ（滝川市國學
院短期大学10:00～1２:00）

斬中空知圏域精神障がい者家族交流会（砂川市地
域交流センターゆう１３：００～１６：３０）※くわしく
は、１６ページに掲載
斬【休日当番医】市立病院

土３１

10月のごみ収集カレンダー
笑環境交通グループ（緯４２～３２１3）

土金木水火月日

３２１

○燃 ○生 

１０９８７６５４

○燃 ○生 ○資 ○危 ○燃 ○生 

１７１６１５１４１３１２１１

○燃 ○生 ○不 ○危 ○燃 ○生 

２４２３２２２１２０１９１８

○燃 ○生 ○資 ○危 ○燃 ○生 

３１３０２９２８２７２６２５

○燃 ○生 ○粗 ○燃 ○生 

※表示のない日はごみ収集を行いません。
※１０月の粗大ごみ回収の申し込みは１０月２７日（火）の
午前中までとなっていますので、お間違いの無い
よう環境交通グループに申し込みください。（各世
帯で一度に３個まで）

○生 ごみ○燃 やせるごみ○不 燃やせないごみ○資 源ごみ○危 険ご

み○粗 大ごみ

金木水火月

渡邊
医師

高橋
医師

高橋医師
渡邊
医師

高橋
医師

午前

高橋
医師

渡邊
医師

渡邊医師
安友
医師

安友
医師

午後

７日～渡邊医師
１４日～高橋医師
２１日～渡邊医師
２８日～高橋医師

夜間
診療

市立病院外来診療医師
笑事務局（緯４２～３１８５）

東光児童館　緯４２～３３７４

３日（土）１３：００～

文化祭作品づくり １７日（土）１３：００～

２４日（土）１３：００～

神威児童センター　緯４２～３１９２

１０日（土）１３：００～
文化祭作品づくり

２４日（土）１３：００～

10月の児童館行事予定
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くらしの

カレンダー 月

開催場所相　　談　　員日

本町生活館内

心配ごと相談所

（緯４２～６７９２）

 村  上 　 榮  子 
むら かみ えい こ

 相  良 　 昭吉 
さが ら あきよし

７日

 田  中 　 歌  子 
た なか うた こ

 尾  中 　 慎  一 
お なか しん いち

１４日

 高  橋 カズ 子 
たか はし こ

 細  谷 　　 亘 
ほそ や わたる

２１日

 黒  田 　 征  子 
くろ だ まさ こ

 小  島 　　 修 
こ じま おさむ

２８日

行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬高齢者大学（公民館１０：００～１２：００）
斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）
斬ポリオ予防接種（市立病院冊受 １４：００～１４：３０）

木１

金２
斬【休日当番医】市立病院土３
斬北海道漬物選手権（アリーナチロル１０：００～）
※くわしくは、折り込みチラシをご覧ください。

斬【休日当番医】市立病院
日４

斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）月５
斬ひよこスクール（公民館１０：００～１１：３０）
斬ＢＣＧ予防接種（市立病院冊受 １４：１５～１４：３０）

火６
斬社協心配ごと相談（本町生活館１３：００～１５：００）
斬３種混合予防接種（市立病院冊受 １４：１５～１４：３０）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水７
斬高齢者大学（公民館１０：００～１２：００）
斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）

木８
斬移動どうわ会（神威児童センター１４：３０～）金９
斬【休日当番医】市立病院土１０
斬小学校学芸会（歌志内小学校・西小学校）
斬【休日当番医】市立病院

日１１
斬【休日当番医】市立病院月１２
斬移動収納車（９：００～１１：５０）火１３
斬健康診査結果説明会（公民館）
斬社協心配ごと相談（本町生活館１３：００～１５：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水１４
斬家庭で楽しむ空知の食材（チロルの湯１１：００～
１３：００）※くわしくは、１８ページに掲載
斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）
斬新入学児童就学時検診（公民館１３：１５～）※く
わしくは、１６ページに掲載

木１５

京月の納税・納付
試市道民税（第３期分）
試国民健康保険税（第４期分）
試後期高齢者医療保険料（第４期分）
諮納期限　１１月２日（月）

京月の移動収納車巡回日
試１３日（火）・２６日（月）

問い合わせ
諮税務グループ（緯４２～３２１4）

保　健　事　業
笑保健介護グループ（緯４２～３２１３）

１０

ポリオ予防接種（１日）
対象児　３か月～7歳半未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票

ＢＣＧ予防接種（６日）
対象児　６か月未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票

３種混合予防接種（７日）
対象児　３か月～７歳半未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票

乳幼児相談（19日）
対象児　３～４か月児（Ｈ２１．５．２９～Ｈ２１．７．１９生）
　　　　７～８か月児（Ｈ２１．１．２９～Ｈ２１．３．１９生）
　　　　１０～１１か月児（Ｈ２０．１０．２９～Ｈ２０．１２．１９生）
　　　　その他希望者
持ち物　母子健康手帳・個人通知に同封の質問票（３

～４か月児のみ）・バスタオル・その他オム
ツの替えやミルクなど必要なもの

麻しん・風しん予防接種【1期】（22日）
対象児　１２か月～２４か月未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票

元気はつらつ教室（1日・5日・8日・15日・20
日・26日）

健康診査結果説明会（14日）

健康相談（21日）

ひよこスクール（6日・28日）

※電話での相談も受け付けます。

問い合わせ　社会福祉協議会（緯４２～２３２８）

各　種　相　談

行政相談（22日）

問い合わせ　環境交通グループ（緯４２～３２１３）

介護保険相談（22日）

問い合わせ　保健介護グループ（緯４２～３２１７）

社協心配ごと相談




