
12平成２３年８月号

行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬移動としょかん（楽生園14：30～・給食センター
15：45～・市民体育館16：15～）

木１８

金１９

斬【休日当番医】市立病院土２０
斬市民健康マラソン大会（サイクリングロード
1０：00スタート）※くわしくは１８ページに掲載

斬【ガソリンスタンド日曜当番店】なし
斬【休日当番医】市立病院

日２１

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２２

斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：００～１５：００）火２３
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２４
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）

木２５

斬移動収納車（９：００～１１：５０）金２６

斬【休日当番医】市立病院土２７
斬【ガソリンスタンド日曜当番店】明円工業叙歌
志内給油所（７：３０～１８：００）

斬【休日当番医】市立病院
日２８

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

月２９

斬脱鎧メタボ教室（公民館１３：００～１５：００）火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３１

○生 =生ごみ、○燃 =燃やせるごみ、○不 =燃やせないごみ、

○資 =資源ごみ、○危 =危険ごみ、○粗 =粗大ごみ

※表示のない日はごみ収集を行いません。
※８月の粗大ごみ回収の申し込みは、８月２３日（火）
の午前中までに廃棄物対策グループに申し込みく
ださい。（各世帯で一度に３個まで）
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東光児童館　緯４２～３３７４

２０日（土）　１３：００～何回出来るかな（床卓球）

神威児童センター　緯４２～３１９２

２７日（土）　１３：００～記録に挑戦

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予８月の児童館行事予定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定

土金木水火月日

６５４３２１

○燃 ○生 ○資 ○危 ○燃 ○生 

１３１２１１１０９８７

○燃 ○生 ○不 ○危 ○燃 ○生 

２０１９１８１７１６１５１４

○燃 ○生 ○資 ○危 ○燃 ○生 

２７２６２５２４２３２２２１

○燃 ○生 ○粗 ○燃 ○生 

３１３０２９２８

○燃 ○生 

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

３日～高橋医師
１０日～渡邊医師
１７日～高橋医師
２４日～渡邊医師
３１日～高橋医師

夜間
診療

■納入場所

▼市役所１階会計窓口

▼北門信用金庫本店・

各支店

▼北洋銀行本店・各支

店

▼北海道労働金庫本店

・各支店

▼北海道銀行本店・各

支店

▼道内の郵便局または

ゆうちょ銀行

亨月の納税
試第２期　市道民税

試第２期　国民健康保険税

試第２期　後期高齢者医療保険料

諮納期限　８月３１日(水)

亨月の移動収納車巡回日
試１２日(金)・２６日(金)

●問い合わせ
諮税務グループ

　 （市役所２階緯４２～３２１４）　



13 平成２３年８月号

開催場所相　　談　　員日

本町生活館内

心配ごと相談所

（緯４２～６７９２）

 井  村 　 敬  子 
い むら けい こ

 細  谷 　　 亘 
ほそ や わたる

３日

 小  島 　 照  美 
こ じま てる み

 山  崎 　　 正 
やま ざき ただし

１０日

 山  本 　 功  子 
やま もと あつ こ

 関 　　 武  雄 
せき たけ お

１７日

 田  中 　 歌  子 
た なか うた こ

 相  良 　 昭吉 
さが ら あきよし

２４日

 高  橋 カズ 子 
たか はし こ

 尾  中 　 慎  一 
お なか しん いち

３１日

くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししくらしのののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの

カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンカレンダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

月１

斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：００～１５：００）火２
斬社協心配ごと相談（本町生活館13：00～15：00）
斬ＢＣＧ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３

斬脱鎧メタボ教室（市営プール１５：００～１６：３０）
斬介護保険相談（公民館13：00～15：00）
斬行政相談（公民館13：00～15：00）
斬３種混合予防接種（市立病院冊受 14：15～14：30）

木４

金５

斬【休日当番医】市立病院土６
斬【ガソリンスタンド日曜当番店】永田商事叙
（８：００～１７：３０）
斬【休日当番医】市立病院

日７

月８
斬歌志内市遺族会主催顕彰慰霊祭（歌志内公園内
顕彰碑前１０：３０～）※くわしくは１８ページに掲載
斬ひよこスクール（幼稚園１０：００～１１：３０）
斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：００～１５：００）

火９

斬幼稚園一般開放（歌志内幼稚園１０：００～１１：３０）
※くわしくは１６ページに掲載

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１０

木１１
斬移動収納車（９：００～１１：５０）
斬移動どうわ会（神威児童センター１５：０0～）

金１２

斬【休日当番医】市立病院土１３
斬チロルの盆踊り（道の駅１７：００～）
斬【ガソリンスタンド日曜当番店】なし
斬【休日当番医】市立病院

日１４

斬チロルの盆踊り（道の駅１７：００～）月１５
火１６
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）
斬移動としょかん（文珠第二町内会館14：30～）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水１７

８

行政相談（４日・１７日）

問い合わせ　環境交通グループ（市役所１階緯４２～３２１７）

介護保険相談（４日）

問い合わせ　地域包括支援センター（市役所２階緯４２

　　　　　～３２１３）

社協心配ごと相談

※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）

各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各 種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種 相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相各　種　相　談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談

脱鎧メタボ教室（２日・４日・９日・２３日・３０日）
ＢＣＧ予防接種（３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（４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

ひよこスクール（９日）
乳幼児相談（２２日）
対象児　３～４か月児（Ｈ２３． ３．２５～Ｈ２３． ５．２２生）

　　　　７～８か月児（Ｈ２２．１１．２５～Ｈ２３． １．２２生）

　　　　１０～１１か月児（Ｈ２２． ８．２５～Ｈ２２．１０．２２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】（２５日）
対象児　１２～２４か月未満児

持ち物　母子健康手帳・予診票

幼児健診（２９日）
対象児　１歳６か月児（Ｈ２１．１２． １～Ｈ２２． ２．２８生）

　　　　　　　３歳児（Ｈ２０． ５．３１～Ｈ２０． ８．２９生）

持ち物　母子健康手帳・歯ブラシ個人通知に同封の

　　　　質問票

歯科検診・フッ素塗布（２９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）

保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保 健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事保　健　事　業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業
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