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（能津登・島古丹地区）
９：００～１２：００

　　　　　　　磯谷会館

◇すっつ子ども教室

「百人一首」
１４：５０～１５：５０
　　　総合文化センター

（横澗・鮫取澗地区）
９：００～１２：００

　　　　　　　横澗会館

（歌棄・磯谷地区）
１０：００～１１：００
　　　　　　ふれあ～寿

総合文化センター

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　

　一般１３：００～１４：００
　違反１４：４５～１６：４５
　　　　　　  総合文化センター １３：００～１６：００

　※１週間前まで申込

◇運転免許更新時講習

◇定例法律相談

◇歌声喫茶

◇にこにこ教室

（歌棄地区）

総合文化センター
◇無料登記・法律相談

　３・４ヵ月、７・８ヵ月

　１１・１２ヵ月

  １３：００～ 活性化センター

１０：００～１１：３０

（樽岸・湯別地区）

◇住民税申告 ◇住民税申告

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　

◇し尿収集 ◇乳幼児健診

（樽岸・湯別地区） （樽岸・湯別地区）

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所

（寿都地区）
１０：００～１１：００
　　　　　　ふれあ～寿総合文化センター

◇し尿収集 ◇し尿収集

１３：３０～１５：３０

◇夜間小学生 ◇し尿収集 ◇定例行政相談 ◇歌声喫茶

　　　　スキー教室
１９：００～２０：３０
　　　　町民スキー場

町民スキー場 総合体育館

（樽岸・湯別地区）

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所

◇夜間小学生 ◇さわやか元気塾

　　　　スキー教室 「パワフル運動教室」

１９：００～２０：３０ １９：３０～２０：４５

１０：００～１１：００ １４：５０～１５：５０ １９：００～２０：３０

ふれあ～寿 総合文化センター 町民スキー場

◇歌声喫茶 ◇すっつ子ども教室 ◇夜間小学生

（樽岸・湯別地区） 「百人一首」 　　　　スキー教室

役　　場（総務財政・議会・出納）

６２－２５１１（他の課は裏面へ）

総合文化センター 　６２－２１００

消防寿都支署　　 ６２－２１１９

町立寿都診療所　 ６２－２４１１

日曜日　ＳＵＮ 月曜日 ＭＯＮ 火曜日　ＴＵＥ 水曜日　ＷＥＤ 木曜日　ＴＨＵ 金曜日　ＦＲＩ 土曜日　ＳＡＴ

　 １０：００～１２：００
　 １３：００～１５：００
                総合文化センター

建国記念の日

2017

節分 

 ２月３日は「節分（せつぶん）」です。 
 節分といえば、旧年の厄や災難をはらい清める追儺（つい
な）や鬼を追い出すための豆まきなどが行われます。 
 豆は「魔滅（まめ）」に通じ、無病息災を祈る意味があり
ます。昔、鬼が出たときに鬼の目である「魔の目（魔目＝ま
め）」に豆を投げつけて鬼を退治したことから豆まきの由来
がきています。 
 今年１年を元気に過ごすために、豆まきをして、悪い鬼を
追い出しましょう！！ 

◇すっつ子ども教室 
  「百人一首」 
 14：50～15：50 
   総合文化センター 
◇さわやか元気塾 
 「パワフル運動教室」 
 19：30～20：45 
      総合体育館 

◇さわやか元気塾 
 「パワフル運動教室」 
 19：30～20：45 
      総合体育館 
◇し尿収集 
   （歌棄地区） 

◇運転免許更新時講習 
 優良13：00～13：30 
 初回14：15～16：15 
    総合文化センター 

◇古紙回収 
（六条～政泊地区の 
   国道から山側） 
◇し尿収集 
   （歌棄地区） 

◇一般スキー教室 
 19：00～21：00 
    町民スキー場 
   〈全５日間〉  

 ８日（水） 
１０日（金） 
１３日（月） 
１５日（水） 
１７日（金） 

◇さわやか元気塾 
  「男の筋トレ」 
 19：30～20：30 
      総合体育館 



19 大安 20 赤口 21 先勝 22 友引 23 先負 24 仏滅 25 大安

26 友引 27 先負 28 仏滅 3/1 大安 2 赤口 3 先勝 4 友引

時間外当番　寿都診療所時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所

時間外当番　寿都診療所

　健康講座

　１１：３０～

磯谷会館

総合体育館

潮路小学校

◇能津登・島古丹地区

　お楽しみ食事会＆

１９：３０～２０：４５

１４：２０～１５：２０

役場会議室 役場会議室 役場会議室

「パワフル運動教室」

「ミニアルバムを作ろう」

９：００～１５：００ ９：００～１５：００ ９：００～１５：００

◇住民税申告 ◇住民税申告 ◇住民税申告

◇さわやか元気塾

◇すっつ子ども教室

（開進・岩崎・六条地区） （大磯・渡島地区） （政泊・新栄地区）

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　 時間外当番　寿都診療所

（磯谷地区）

　※１週間前まで申込

　

「百人一首」
１４：５０～１５：５０
　　　総合文化センター

総合体育館
◇し尿収集

活性化センター 活性化センター

◇し尿収集 （磯谷地区） ◇すっつ子ども教室

１０：００～１１：３０ １０：００～１１：３０

（寿都地区）

１９：３０～２０：３０ 国道から海側）

「男の筋トレ」 （六条～政泊地区の （歌棄・磯谷地区）

◇にこにこ教室

美谷会館 歌棄会館 湯別会館 樽岸会館 矢追会館

◇さわやか元気塾 ◇古紙回収 ◇にこにこ教室

９：００～１３：００ ９：００～１３：００ ９：００～１２：００ ９：００～１５：００

（湯別地区） （樽岸地区） （矢追地区）

金曜日　ＦＲＩ

（美谷地区） （歌棄・有戸・種前地区）

◇住民税申告 ◇住民税申告 ◇住民税申告 ◇住民税申告 ◇住民税申告

総務財政課（財政・税務）

　　　　　　  ６２－２５１２

施　設　課 　 ６２－２６０１

産業振興課　  ６２－２６０２

企　画　課　　　   ６２－２６０８

町民課（住民福祉）６２－２５２３

町民課（保健福祉）６２－２５１３

日曜日　ＳＵＮ 月曜日 ＭＯＮ 火曜日　ＴＵＥ 水曜日　ＷＥＤ 木曜日　ＴＨＵ

「パワフル運動教室」
１９：３０～２０：４５
　　　　　　総合体育館

９：００～１２：００

◇さわやか元気塾

土曜日　ＳＡＴ

2017年 

◇し尿収集 
   （磯谷地区） 

◇古紙回収 
  （樽岸～磯谷地区） 


