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総合体育館

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　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所

総合文化センター （歌棄地区） ◇運転免許更新時講習

時間外当番　寿都診療所

総合文化センター

◇英語サロン
１９：００～２０：００ ◇し尿収集

◇運転免許更新時講習 「百人一首」

◇定例行政相談
１３：3０～１５：３０

総合文化センター

ふれあ～寿 活性化センター
◇さわやか元気塾

（歌棄地区） ◇すっつ子ども教室

（六条～政泊地区の

◇し尿収集

国道から山側）

（寿都地区） １３：００～１６：００

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

建国記念の日 ◇古紙回収

◇小学生スキー教室
ふれあ～寿 活性化センター

◇すっつ子ども教室 ◇一般スキー教室

１９：００～２０：００ （寿都地区） （歌棄・磯谷地区）

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

消防寿都支署　　　６２－２１１９

町立寿都診療所　   ６２－２４１１

   答院医院　　 　  ６２－２２３２

土曜日　ＳＡＴ

◇英語サロン ◇歌声喫茶 ◇にこにこ教室

総合文化センター

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

◇さわやか元気塾

　総合体育館

１９：００～２０：３０

１０：００～１１：００ １０：００～１１：３０

町民スキー場 １９：００～２０：３０

町民スキー場

総合文化センター

「鍛えてほぐす」

（樽岸・湯別地区）

◇し尿収集

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

１９：１５～２０：３０

◇歌声喫茶 ◇にこにこ教室 ◇定例法律相談

１０：００～１１：００ １０：００～１１：３０ 総合文化センター

１４：５０～１５：５０

（歌棄地区）

　優良１３：００～１３：３０
　初回１４：１５～１６：１５
　　　　　　 総合文化センター

「百人一首」

１４：５０～１５：５０

（樽岸・湯別地区）

「ﾏｼﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ相談日」

１９：0０～２０：0０

◇し尿収集

2019年

ひな人形はいつから飾るのが正解？
１月よりも寒さが厳しく、春の陽気が待ち遠しく感じるこの頃で
すが、体調を崩されてはいないでしょうか。町内でもインフル
エンザが流行っていますので、手洗い・うがいなど予防をしっ
かりするようにしましょう。
さて、３月３日は桃の節句ひな祭りですが、ひな人形をいつ
から飾ると良いのかご存知でしょうか。こうでなければいけな
いという決まりはありませんが、立春（２月４日頃）から２月中
旬にかけて飾るのが良いと言われています。これは、桃の節
句は春の節句ということもあり、春の訪れを告げる立春が良
いタイミングだからです。遅くても、ひな祭りの１週間前まで
には飾り付けを済ませると良いでしょう。
ほかにも、雨水の日や大安を選んで
縁起を担いだり、地域による風習もあ
るようですが、お子さまの健やかな成長
と幸せを願うひな人形をできるだけ早く
飾り、暖かい春の訪れを待ってみてはい
かがでしょうか。

＜以降の日程＞
２月１４日（木）

２１日（木）
２８日（木）

３月 ７日（木）

＜以降の日程＞
２月１３日（水）

１５日（金）
１８日（月）
２０日（水）

＜以降の日程＞
３月 １日（金）

＜以降の日程＞
２月２０日（水）

２７日（水）
３月 ６日（水）
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◇し尿収集

ふれあ～寿

（磯谷地区）

◇にこにこ教室

「百人一首」

総務財政課（財政・税務）

　　　　　　  ６２－２５１２

施　設　課 　 ６２－２６０１

産業振興課　  ６２－２６０２

時間外当番　寿都診療所

　　　総合文化センター

時間外当番　寿都診療所

◇すっつ子ども教室 ◇古紙回収
（樽岸～磯谷地区） 　９：１０～

時間外当番　寿都診療所

◇寿都★男めし

◇寿都高校卒業式

 １８：３０～

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

１０：００～１１：３０

時間外当番　寿都診療所

活性化センター

 １６：００～

総合文化センター

◇寿都町ｽﾎﾟｰﾂ表彰式

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

（矢追・政泊地区）

　お楽しみ食事会
　　　　 　&健康講座
 １１：３０～
　　　　　　磯谷会館

◇すっつ子ども教室

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

◇島古丹・能津登地区

（矢追・政泊地区）

　※１週間前まで申込

（歌棄・磯谷地区）（矢追・政泊地区）

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　

◇し尿収集 ◇し尿収集

◇し尿収集

時間外当番　

寿都高校

（磯谷地区）

　※１週間前まで申込

時間外当番　寿都診療所

　１１：３０～

総合文化センター

◇すっつ子ども教室◇し尿収集

月曜日 ＭＯＮ 火曜日　ＴＵＥ 水曜日　ＷＥＤ 木曜日　ＴＨＵ

食事会&健康講座

◇新栄地区お楽しみ

日曜日　ＳＵＮ

時間外当番　寿都診療所

◇し尿収集
（磯谷地区）

（六条～政泊地区の

国道から海側）

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

町民スキー場

（樽岸・湯別地区）
１０：００～１１：３０
　　　　活性化センター

◇古紙回収

◇無料登記・法律相談

１４：５０～１５：５０

時間外当番　寿都診療所

「ﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑをつくろう」
１４：２０～１５：２０
　　　　　 潮路小学校

時間外当番　寿都診療所

◇にこにこ教室

企　画　課　　　   ６２－２６０８

町民課（住民福祉）６２－２５２３

町民課（保健福祉）６２－２５１３

土曜日　ＳＡＴ金曜日　ＦＲＩ

 １４：５０～１５：５０

 「ｽｷｰ場でそりあそび」

時間外当番　

2019年


