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行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬高齢者大学（市内１０：００～１２：００）
斬ふるさと歌志内納涼盆踊り（公民館１８：００～）

木２０
金２１
斬ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り空知大会“おいで
な祭ｉｎ歌志内”（かもい岳温泉駐車場１８：００～）

斬【休日当番医】市立病院
土２２

斬市民健康マラソン（９：００道の駅集合）※くわし
くは１６ページに掲載

斬ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り空知大会“おいで
な祭ｉｎ歌志内”（かもい岳温泉駐車場１１：００～）

斬【休日当番医】市立病院

日２３

斬幼児健診（公民館冊受 １２：４５～１３：００）
斬歯科検診・フッ素塗布（公民館冊受 １２：３０～１２：４５）

月２４
斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：００～１５：００）火２５
斬移動収納車（９：００～１１：５０）
斬社協心配ごと相談（本町生活館１３：００～１５：００）
斬ひよこスクール（公民館１０：００～１１：３０）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水２６

斬高齢者大学（市内１０：００～１２：００）
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２７

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）

金２８
斬【休日当番医】市立病院土２９
斬衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
投票日（７：００～２０：００）※くわしくは４ページに
掲載
斬ミニ盆講習会（郷土館１０：００～１２：００）
斬【休日当番医】市立病院

日３０

斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：００～１５：００）月３１

亨月の納税・納付
試市道民税（第２期分）
試国民健康保険税（第２期分）
試後期高齢者医療保険料（第２期分）
諮納期限　８月３１日（月）

亨月の移動収納車巡回日
試１３日（木）・２６日（水）

問い合わせ
諮税務グループ（緯４２～３２１4）

東光児童館　緯４２～３３７４

２２日（土）１３：００～オセロ大会

神威児童センター　緯４２～３１９２

２２日（土）１３：００～体力テスト

８月の児童館行事予定
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８月の市立病院外来診療医師
笑事務局（緯４２～３１８５）

※８月３日（月）から７日（金）まで、高橋医師が不在

のため、診療体制は上の表のとおりとなります。

８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

１

８７６５４３２

○燃 ○生 ○資 ○危 ○燃 ○生 

１５１４１３１２１１１０９

○燃 ○生 ○不 ○危 ○燃 ○生 

２２２１２０１９１８１７１６

○燃 ○生 ○資 ○危 ○燃 ○生 

２９２８２７２６２５２４２３

○燃 ○生 ○粗 ○燃 ○生 

３１３０

○生 

○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

※表示のない日はごみ収集を行いません。

※粗大ごみを処分するときは８月２５日（火）午前中

までに環境交通グループに申込みください。（各世

帯で一度に３個まで）
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くらしの

カレンダー 月８
行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬【休日当番医】市立病院土１
斬【休日当番医】市立病院日２
斬脱鎧メタボ教室（市営プール１５：００～１６：３０）月３
斬ＢＣＧ予防接種（市立病院冊受 １４：１５～１４：３０）火４
斬３種混合予防接種（市立病院冊受 １４：１５～１４：３０）
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５
斬行政相談（公民館１３：００～１５：００）
斬介護保険相談（公民館１３：００～１５：００）
斬脱鎧メタボ教室（市営プール１５：００～１６：３０）
斬滝川駐屯地盆踊り大会（陸上自衛隊滝川駐屯地
　１７：３０～２１：００）※くわしくは１５ページに掲載

木６

斬歌志内市遺族会主催顕彰碑祭（歌志内公園内顕
彰碑前１０：３０～）※くわしくは１６ページに掲載

金７
斬【休日当番医】市立病院土８
斬【休日当番医】市立病院日９

月１０
斬脱鎧メタボ教室（市営プール１５：００～１６：３０）火１１
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）
斬神威地区盆踊り大会（神威町内会広場１８：００～）
※くわしくは１５ページに掲載

水１２

斬移動収納車（９：００～１１：５０）
斬ふるさと歌志内納涼盆踊り（公民館１８：００～）
※くわしくは１５ページに掲載
斬神威地区盆踊り大会（神威町内会広場１８：００～）

木１３
斬移動どうわ会（神威児童センター１４：３０～）
斬チロルの盆踊り（道の駅１６：００～）※くわしくは
１５ページに掲載

金１４
斬夏休み子どもビデオ上映会（郷土館１３：００～１５：
３０）※くわしくは１６ページに掲載
斬チロルの盆踊り（道の駅１６：００～）
斬学力形成塾（公民館１６：３０～１９：００）
斬【休日当番医】市立病院

土１５

斬夏休み子どもビデオ上映会（郷土館１３：００～１５：
３０）
斬ふるさと歌志内納涼盆踊り（公民館１８：００～）
斬【休日当番医】市立病院

日１６

月１７
斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：００～１５：００）火１８
斬健康相談（公民館１０：００～１２：００）
斬行政相談（老人福祉センター１３：００～１５：００）
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１９

保　健　事　業
笑保健介護グループ（緯４２～３２１３）

脱鎧メタボ教室（３日・６日・11日・18日・25
日・31日）

ＢＣＧ予防接種（４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（５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

健康相談（19日）

幼児健診（24日）
対象児　１歳６か月児（Ｈ１９．１１．１９～Ｈ２０．２．２４生）
　　　　３歳児（Ｈ１８．５．１９～Ｈ１８．８．２４生）
持ち物　母子健康手帳・歯ブラシ・バスタオル・個人

通知に同封の質問票

歯科検診・フッ素塗布（24日）
対象児　１歳６か月児～６歳児
持ち物　母子健康手帳・歯ブラシ
※フッ素塗布は有料（上あご・下あご各３９０円）

ひよこスクール（26日）

麻しん・風しん予防接種【１期】（27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

乳幼児相談（28日）
対象児　３～４か月児（Ｈ２１．３．２７～Ｈ２１．５．２８生）
　　　　７～８か月児（Ｈ２０．１１．２７～Ｈ２１．１．２８生）
　　　　１０～１１か月児（Ｈ２０．８．２７～Ｈ２０．１０．２８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

　　　 　 　
れい

開催場所相　　談　　員日

本町生活館内

心配ごと相談所

（緯４２～６７９２）

 田  中 　 歌  子 
た なか うた こ

 安永 　 淳二 
やすなが じゅんじ

５日

 高  橋 カズ 子 
たか はし こ

 尾  中 　 慎  一 
お なか しん いち

１２日

 黒  田 　 征  子 
くろ だ まさ こ

 相  良 　 昭吉 
さが ら あきよし

１９日

 伊  藤 　  子 
い とう こ

 細  谷 　　 亘 
ほそ や わたる

２６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）

行政相談（６日・19日）
問い合わせ　環境交通グループ（緯４２～３２１３）

介護保険相談（６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

各　種　相　談




