
１８平成３０年７月号

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】なし
斬【休日当番医】市立病院

１
日

斬日本脳炎予防接種（勤医協 １５：００～１６：００） ２月
斬ひよこスクール（うたみん１０：００～１１：３０）
斬札幌弁護士会無料法律相談（うたみん１０：００
～１２：００）

 ３火
斬社協心配ごと相談（社会福祉協議会(旧自動
車学校）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・
１７：００～１８：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 
 

４
水

斬元気はつらつ教室（うたみん１３：００～１５：００）
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）

 ５木
斬赤ちゃんから楽しむおはなし会（うたみん
１０：３０～）

斬介護教室（うたみん1４：00～15：３０）※くわ
しくは２２ページに掲載

 ６金

斬【休日当番医】市立病院７
土

斬市民祭り「SYOTTEKE」２０１８（うたみん１１：
００～２０：１５）

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

８
日

斬日本脳炎予防接種（勤医協 １５：００～１６：００） ９月
 １０

火

斬社協心配ごと相談（社会福祉協議会(旧自動
車学校）１３：００～１５：００）

斬元気はつらつ教室（うたみん１３：００～１５：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 
 

１１
水

斬日本脳炎予防接種（勤医協 １７：３０～１８：３０） １２
木

 １３
金

斬【休日当番医】市立病院１４
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

１５
日

斬【休日当番医】市立病院 １６
月

斬移動収納車（９：００～１１：２５）
斬札幌弁護士会無料法律相談（うたみん１０：００
～１２：００）

斬社会を明るくする運動講演会（うたみん1７：
３０～）※くわしくは１２ページに掲載

 １７
火

斬水痘予防接種（勤医協 ９：００～1１：30）
斬社協心配ごと相談（社会福祉協議会(旧自動
車学校）１３：００～１５：００）

斬日本脳炎予防接種（市立病院 １７：００～１８：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）
斬健康診査結果説明会（うたみん）

 
 

１８
水

行事・会場・時間（ ：受付時間）ごみ
日

曜

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～）

斬２種混合予防接種（市立病院 １５：３０～１６：００）
斬健康診査結果説明会（中村地区集会所）

 １９
木

斬健康診査結果説明会（文珠第三町内会館＆
老人福祉センター） ２０

金

斬健康診査結果説明会（うたみん）
斬【休日当番医】市立病院

２１
土

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

２２
日

斬元気はつらつ教室（うたみん１３：００～１５：００）
斬日本脳炎予防接種（勤医協 １５：００～１６：００） ２３

月

 ２４
火

斬麻しん・風しん予防接種【２期】（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（社会福祉協議会(旧自動
車学校）１３：００～１５：００）
斬【夜間診療】市立病院（１７：００～１８：３０）

 ２５
水

斬日本脳炎予防接種（勤医協 １７：３０～１８：３０） ２６
木

 ２７
金

斬親子ふれあい料理教室（うたみん1０：00～
1３：00）

斬本とあそぼう全国訪問「おはなし隊」（うた
みん１０：30～1１：３５）※くわしくは２０ページ
に掲載
斬【休日当番医】市立病院

２８
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

２９
日

斬福祉コミュニケーション講座（うたみん１３：
００～１５：００）

斬元気はつらつ教室（チロルの湯１３：００～１５：００）
斬日本脳炎予防接種（勤医協 １５：００～１６：００）
斬地域ケア会議（市役所１５：３０～１７：００）※く
わしくは２４ページに掲載

 ３０
月

斬移動収納車（９：００～１１：２５）
斬札幌弁護士会無料法律相談（うたみん１０：００
～１２：００）

 ３１
火

■粗大ごみ回収

　７月２４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。

魚月の納税
試２　期　固定資産税
試１　期　国民健康保険税
試１　期　後期高齢者医療保険料
諮納期限　７月３１日(火)
魚月の移動収納車巡回日
試１７日(火)・３１日(火)
●問い合わせ
諮税務グループ（市役所１階緯４２～３２１７）
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日本脳炎予防接種（２日・４日・９日・１２日・１８日・
２３日・２６日・３０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

4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

BCG予防接種（５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（５日・１８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【２期】（２５日）
対象児　平成３０年度６歳になる児（H２４．４．２～H２５．４．１）

持ち物　母子健康手帳・予診票

２種混合予防接種（１９日）
対象児　平成３０年度小学６年生になった児

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。

ひよこスクール（３日）
元気はつらつ教室（５日・１１日・２３日・３０日）
健康診査結果説明会（１８日・１９日・２０日・２１日）
健康相談（２５日）
※事前予約が必要です。

親子ふれあい料理教室（２８日）

金木水火月

水野
医師

高橋
医師

高橋医師
水野
医師

高橋
医師

午前
下記
以外 高橋

医師
水野
医師

水野医師
出張
医師

出張
医師

午後

水野
医師

出張
医師

出張医師
水野
医師

水野
医師

午前２３日～

２７日 出張
医師

水野
医師

水野医師
出張
医師

出張
医師

午後

４日～水野医師
１１日～高橋医師
１８日～水野医師
２５日～出張医師

夜間
診療

※月・火曜日の午後の診療は出張医師となります。
　２３日（月）～２７日（金）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。

東光児童館　緯４２～３３７４

 ７日（土）　１３：００～紙粘土工作（仕上げ）

２１日（土）　１３：００～室内ゴルフ

神威児童センター　緯４２～３１９２

 ６日（金）　１５：００～シャボン玉遊び

１２日（木）　１５：００～体力測定

■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、２日（月）・
９日（月）・１６日（月）・１７日（火）・２３日（月）・３０日（月）です。
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※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

心配ごと相談所

(旧自動車学校内)

（緯４２～６７９２）

 北山 　 昭  子 
きたやま あき こ

 武  田 　 正幸 
たけ だ まさゆき

４日

 日  景 　 明  美 
ひ かげ あけ み

 尾  中 　 慎  一 
お なか しん いち

１１日

 岡渕 　
おかぶち

 栄  子 
えい こ

 三  浦 　　 勇 
み うら いさむ

１８日

 荒  田 　 照  代 
あら た てる よ

 山川 　 義信 
やまかわ よしのぶ

２５日

札幌弁護士会無料法律相談（３日・１７日・３１日）
問い合わせ　環境交通グループ（市役所１階緯４２～３２１７）

社協心配ごと相談

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 夏の交通安全運動を実夏の交通安全運動を実施施
　本格的な観光・行楽シーズンを迎える北海道で

は、スピードの出し過ぎなどによる交通事故の増

加が懸念されます。

　また、夏休みやお盆の帰省など、車で出かける

機会が多くなりますが、一人ひとりが交通ルール

とマナーを守り、悲惨な交通事故の発生を防ぎま

しょう。

赤歌警察署・交通事故死ゼロ作戦本部・歌志内市

７７月月１１１１日日（水）～（水）～７７月月２０２０日日（金）（金）

宇飲酒運転の根絶
宇スピードダウンと居眠り運転の防止
宇全ての座席のシートベルトの着用

横横横横横横 運動の重点 横横横横横横


