
22平成２２年７月号

行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬【休日当番医】市立病院日１８
斬【休日当番医】市立病院月１９

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）
斬社会を明るくする運動講演会（公民館1７：３0～）
※くわしくは１８ページに掲載
斬【夜間診療】市立病院（17：00～18：30）

水２１

斬ノルディックウォーキング講習会（アリーナチ
ロル１３：００～１５：００）※くわしくは２６ページに掲
載

木２２

金２３
斬親子ふれあい料理教室（公民館1０：00～１３：00）
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）
斬子ども水泳教室（市営プール１３：３０～１５：００）
　※くわしくは３０ページに掲載

月２６
斬脱鎧メタボ教室（公民館１３：00～1５：０0）
斬子ども水泳教室（市営プール１３：３０～１５：００）

火２７
斬元気はつらつ教室（公民館１３：00～１５：００）
斬社協心配ごと相談（本町生活館13：00～15：00）
斬子ども水泳教室（市営プール１３：３０～１５：００）
斬本とあそぼう全国訪問おはなし隊（公民館１４：３０
～１５：３５）※くわしくは３０ページに掲載

斬【夜間診療】市立病院（17：00～18：30）

水２８

斬お父さんの料理学校（公民館１０：３０～１３：００）
　※くわしくは２５ページに掲載

木２９
斬脱鎧メタボ教室（アリーナチロル１３：00～1５：
０0）
斬富良野ＧＲＯＵＰ公演「２０１０夏『歸國』」歌志内
市特別公演（公民館17：30開場、18：０0開演）

　※くわしくは３０ページに掲載

金３０

斬【休日当番医】市立病院土３１
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○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。
※７月の粗大ごみ回収の申し込みは７月２７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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７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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

東光児童館　緯４２～３３７４

１０日（土）　１３：００～ドンジャラで遊ぼう

２４日（土）　１３：００～紙ねんど工作

神威児童センター　緯４２～３１９２

３日（土）　１３：００～大縄で遊ぼう

１０日（土）　１３：００～記録に挑戦

２４日（土）　１３：００～夏休みお楽しみ会

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 
　市内の企業では、次のとおり従業員を募集していま
す。
繋縫製工　 ▼年齢　不問　 ▼求人数　２人

罫レストランホール・配膳係

繋縫製工　 ▼年齢　不問　 ▼求人数　１人

　くわしくは、ハローワーク滝川公共職業安定所砂川

出張所（砂川市西６条北５丁目緯５４～３１４７）へ問い合わ

せください。

求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情求人情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在（６月１０日現在））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

※７月２日（金）は渡邊医師が不在のため、午前・午後と
もに出張医が外来診療します。



23 平成２２年７月号

月

行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

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）

木１

金２

斬【休日当番医】市立病院土３
斬市民祭り「２０１０ SHOTTEKE」（公民館１０：００～１８：
００）
斬滝川駐屯地創立55周年記念行事（陸上自衛隊滝
川駐屯地９：００～１５：００）※くわしくは２７ページに
掲載

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
斬本の読み聞かせ講座（奈井江町公民館１０：００～
１１：３０）※くわしくは３０ページに掲載
斬移動どうわ会（東光児童館14：30～）

木８
斬ひよこスクール（公民館１０：００～１１：３０）
斬心の健康づくりワークショップ（砂川市地域交
流センター「ゆう」１３：00～）※くわしくは２６ペ
ージに掲載

金９

斬ミニカー展（郷土館・8月29日まで開催）※くわ
しくは３０ページに掲載
斬【休日当番医】市立病院

土１０
斬参議院議員通常選挙投票日（７：00～２０：００）
　※くわしくは６ページに掲載
斬【休日当番医】市立病院

日１１

月１２

斬移動収納車（9：00～11：50）火１３
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１４

斬健康診査結果説明会（中村生活館）
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１５
斬健康診査結果説明会（老人福祉センター＆公民
館）

金１６
斬健康診査結果説明会（公民館）
斬【休日当番医】市立病院

土１７

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
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元気はつらつ教室（５日・28日）

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

ひよこスクール（９日）

健康診査結果説明会（15日・16日・17日）

健康相談（21日）

ノルディックウォーキング講習会（22日）

脱鎧メタボ教室（27日・30日）

魚月の納税
試固定資産税（第２期分）
試国民健康保険税（第１期分）
試後期高齢者医療保険料（第１期分）
諮納期限　８月２日（月）

魚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）

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

行政相談（１日・14日）
問い合わせ　環境交通グループ（緯４２～３２１７）

介護保険相談（１日）
問い合わせ　地域包括支援センター（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）

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

 尾  中 　 慎  一 
お なか しん いち

７日

 田  中 　 歌  子 
た なか うた こ

 細  谷 　　 亘 
ほそ や わたる

１４日

 高  橋 カズ 子 
たか はし こ

 小  島 　　 修 
こ じま おさむ

２１日

 黒  田 　 征  子 
くろ だ まさ こ

 加  地 　 正  男 
か ち まさ お

２８日




