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行事・会場・時間（ ：受付時間）ごみ
日

曜

斬社協心配ごと相談（旧本町生活館13：00～
15：00）

斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 
 

１
水

斬定例行政相談（うたみん１３：００～１５：００）
斬介護保険相談（うたみん１３：００～１５：００） ２木

 ３金
斬【休日当番医】市立病院４

土

斬歌志内なまはげ祭り（うたみん駐車場特設
会場１７：００～）

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

５
日

斬元気はつらつ教室（うたみん１３：００～１５：００） ６月
斬札幌弁護士会無料法律相談（うたみん１０：００
～１２：００） ７火
斬社協心配ごと相談（旧本町生活館13：00～
15：00）

斬４種混合予防接種（市立病院 １４：１５～１４：３０）
斬日本脳炎予防接種（市立病院 １５：３０～１６：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 
 

８
水

斬ＢＣＧ予防接種（市立病院 １４：１５～１４：３０）
斬水痘予防接種（市立病院 14：15～14：30） ９木
斬移動どうわ会（神威児童センター1５：００～） １０

金

斬【休日当番医】市立病院１１
土

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

１２
日

 １３
月

 １４
火

斬元気はつらつ教室（うたみん１３：００～１５：００）
斬社協心配ごと相談（旧本町生活館13：00～
15：00）

斬麻しん・風しん予防接種【１期】（市立病院
 １４：１５～１４：３０）

斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 
 

１５
水

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～） １６

木

斬移動収納車（９：００～１１：５０）
斬ひよこスクール（うたみん１０：００～１１：３０） １７

金

斬【休日当番医】市立病院１８
土

行事・会場・時間（ ：受付時間）ごみ
日

曜

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

１９
日

斬日本脳炎予防接種（勤医協 １５：００～１６：００） ２０
月

斬乳幼児相談（うたみん ３～４か月児９：５０～
１０：００、その他１０：００～１０：１５）
斬札幌弁護士会無料法律相談（うたみん１０：００
～１２：００）

斬歯科検診・フッ素塗布（うたみん １２：３０～
１２：４５）
斬幼児健診（うたみん １２：４５～１３：００）

 ２１
火

斬水痘予防接種（勤医協 ９：００～1１：30）
斬健康相談（市役所１０：００～１１：３０）
斬社協心配ごと相談（旧本町生活館13：00～
15：00）

斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 ２２
水

斬元気はつらつ教室（うたみん１３：００～１５：００） ２３
木

 ２４
金

斬【休日当番医】市立病院２５
土

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

２６
日

 ２７
月

斬移動収納車（９：００～１１：５０） ２８
火

■粗大ごみ回収

　２月２１日（火）の午前中までに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、 =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。

許月の納税
試４　期　固定資産税
試８　期　国民健康保険税
試８　期　後期高齢者医療保険料
試下　期　土地貸付収入
諮納期限　２月２８日(火)
※税・住宅使用料等を口座振替の
方は、残高をご確認ください。

許月の移動収納車巡回日
試１７日(金)・２８日(火)

●問い合わせ
諮税務グループ
　（市役所１階緯４２～３２１７）

■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
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４種混合予防接種（８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
日本脳炎予防接種（８日・２０日）
１期　６か月～７歳半未満児
２期　９歳～１３歳未満児
特例対象者　平成８年４月２日～平成１９年４月１日生ま
　　　　　　れで２０歳未満の方
持ち物　母子健康手帳・予診票
BCG予防接種（９日）
対象児　１歳未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票
水痘予防接種（９日・２２日）
対象児　１歳～３歳未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票
麻しん・風しん予防接種【１期】（１５日）
対象児　１歳～２歳未満児
持ち物　母子健康手帳・予診票
※上記の予防接種は１週間前までの予約が必要です
元気はつらつ教室（６日・１５日・２３日）
ひよこスクール（１７日）
乳幼児相談（２１日）
対象児　３～４か月児（H２８． ９．２１～H２８．１１．２１生）
　　　　７～８か月児（H２８． ５．２１～H２８． ７．２１生）
　　　　１０～１１か月児（H２８． ２．２１～H２８． ４．２１生）
　　　　２４～２５か月児（H２６．１２．２１～H２７． ２．２１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、２４～２５か月児）・歯ブラシ（２４～２５か月
　　　　児）・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
幼児健診（２１日）
対象児　１歳６か月児（Ｈ２７． ５．２３～Ｈ２７． ８．２１生）
　　　　３歳児（Ｈ２５．１１．２３～Ｈ２６． ２．２１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（２１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
健康相談（２２日）
※事前予約が必要です

金木水火月

野村
医師

高橋
医師

高橋医師
野村
医師

高橋
医師

午前

高橋
医師

野村
医師

野村医師
安友
医師

安友
医師

午後

１日～野村医師
８日～高橋医師
１５日～野村医師
２２日～高橋医師

夜間
診療
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　教育委員会では、神威児童センター内に学童保
育室を設置し、保護者が仕事などにより不在の場
合、下校後の児童を預かり生活指導などを行って
います。平成２９年度の利用者を次のとおり募集し
ますので、ぜひご利用ください。
▼定　員　１５人
▼対　象　小学校１年生から３年生までの児童。
　　　　　ただし、利用日数が１か月に１３日以上
　　　　あること。

▼経　費　おやつ代及び父母会費として月額２，０００
　　　　円

▼申し込み　２月１５日（水）までに教育委員会に
　　　　　備え付けの用紙に、健康保険証のコ
　　　　　ピー、お勤めの会社の就業（雇用）　
　　　　　証明書を添付して申し込みください。

※くわしくは、学童保育室（緯４２～３１９２）または社
会教育グループ（教育委員会緯４２～４２２３）へ。

学童保育利用者募学童保育利用者募集集

※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）

札幌弁護士会無料法律相談（７日・２１日）
問い合わせ　環境交通グループ（市役所１階緯４２～３２１７）

定例行政相談（２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（２日）
問い合わせ　介護・在宅支援グループ（市役所２階緯４２～

　　　　　３２１３）

社協心配ごと相談

開催場所相　　談　　員

旧本町生活館内

心配ごと相談所

（緯４２～６７９２）

 井  村 　 敬  子 
い むら けい こ

 相  良 　 昭吉 
さが ら あきよし

１日

 日  景 　 明  美 
ひ かげ あけ み

 関 　　 武  雄 
せき たけ お

８日

 岡渕 　
おかぶち

 栄  子 
えい こ

 細  谷 　　
ほそ や

 亘 
わたる

１５日

 山  本 　 功  子 
やま もと あつ こ

 山  崎 　　
やま ざき

 正 
ただし

２２日
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東光児童館　緯４２～３３７４

１８日（土）　１３：００～おひなさまづくり

２５日（土）　１３：００～室内運動会

神威児童センター　緯４２～３１９２

 ３日（金）　１４：００～雪と遊ぼう

 ９日（木）　１５：００～おひなさまづくり

■休館のお知らせ
　東光児童館・神威児童センターの休館日は、６日（月）
・１２日（日）・１３日（月）・２０日（月）・２７日（月）です。
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