
8平成２２年３月号

行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

火１６
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）
斬行政相談（福祉センター１３：００～１５：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

水１７

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１８
金１９
斬【休日当番医】市立病院土２０

斬【休日当番医】市立病院日２１

斬【休日当番医】市立病院月２２
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
木２５
斬移動収納車（９：００～１１：５０）
斬春休み子ども工作教室（郷土館１３：００～１５：３０）
※くわしくは１２ページに掲載

金２６
斬春休み子ども工作教室（郷土館１３：００～１５：３０）
斬【休日当番医】市立病院

土２７

斬【休日当番医】市立病院日２８
月２９
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

金木水火月

渡邊
医師

高橋
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高橋医師
渡邊
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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
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○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。
※３月の粗大ごみ回収の申し込みは３月２３日（火）の
午前中までとなっていますので、お忘れの無いよ
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）

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 
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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（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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（２月１２日現在））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

　市内の企業では、次のとおり従業員を募集していま
す。
繋朝刊配達員　 ▼年齢　不問　 ▼求人数　1人

罫看護師　　　 ▼年齢　不問　 ▼求人数　1人

茎准看護師　　 ▼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。

※３月１５日（月）～１７日（水）まで安友医師が不在のた
め、１５日（月）及び１６日（火）の午後は出張医師が外
来診療します。

東光児童館　緯４２～３３７４

６日（土）　１３：００～ドッジボール

神威児童センター　緯４２～３１９２

６日（土）　１３：００～記録に挑戦

１３日（土）　１３：００～センター祭り

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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



9 平成２２年３月号

月

行事・会場・時間（冊受 ：受付時間）曜日

斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）月１

斬ＢＣＧ予防接種（市立病院冊受 １４：１５～１４：３０）火２
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３

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４

金５

斬【休日当番医】市立病院土６

斬【休日当番医】市立病院日７
斬巡回児童相談（公民館１０：００～１６：００）※くわし
くは広報５月号に掲載

斬元気はつらつ教室（公民館１３：００～１５：００）
月８

火９
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１０

斬お父さんの料理学校（公民館１０：３０～１３：００）
斬移動どうわ会（東光児童館１４：３０～）

木１１

金１２
斬学力形成塾（公民館１６：３０～１９：００）
斬【休日当番医】市立病院

土１３

斬【休日当番医】市立病院日１４
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１５

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３

元気はつらつ教室（１日・８日・15日）

ＢＣＧ予防接種（２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（３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（10日）

お父さんの料理学校（11日）

健康相談（17日）

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
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑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介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護グググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーープププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププ保健介護グループ（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯緯４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））４２～３２１３）　

距月の納税・納付
試土地貸付収入（下期）
諮納期限　平成２２年３月３１日（水）

距月の移動収納車巡回日
試１５日（月）・２６日（金）

問い合わせ
諮税務グループ（緯４２～３２１4）

※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）

　　　 　 　
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

 関 　　 武  雄 
せき たけ お

３日

 高  橋 カズ 子 
たか はし こ

 安永 　 淳二 
やすなが じゅんじ

１０日

 黒  田 　 征  子 
くろ だ まさ こ

 相  良 　 昭吉 
さが ら あきよし

１７日

 伊  藤 　  子 
い とう こ

 尾  中 　 慎  一 
お なか しん いち

２４日

 井  村 　 敬  子 
い むら けい こ

 細  谷 　　 亘 
ほそ や わたる

３１日

行政相談（４日・17日）

問い合わせ　環境交通グループ（緯４２～３２１３）

介護保険相談（４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
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避難口を確保しましょう！
　この時季は家のまわりに積雪が多く、いざというと
き避難口がふさがれていたために、逃げ遅れたという
事例が数多く見受けられます。
　本市の降雪量も昨年と比べて、２ｍ以上多くなって
おり、いざというときのために日ごろから出入口や窓
周辺の除雪を行いましょう。

〈消防本部予防・保安グループ〉




