
29 赤口 30 先勝 31 友引

1 先負 2 仏滅 3 大安 4 赤口 5 先勝 6 友引 7 先負

8 仏滅 9 大安 10 赤口 11 先勝 12 友引 13 先負 14 仏滅

時間外当番　寿都診療所

ふれあ～寿

  １３：３０～

時間外当番　 時間外当番　寿都診療所

  １３：３０～

  １１：００～

◇新年交礼会

１９：１５～２０：４５

◇役場仕事納め

時間外当番　寿都診療所

　成人の日

総合文化センター

時間外当番　寿都診療所

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

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

時間外当番　寿都診療所

◇寿都町成人式 ◇定例行政相談 ◇介護者家族の集い◇スポーツ

「みんなでもちつき」

時間外当番　

１３：３０～１５：３０ トレーニング講習会

総合文化センター

◇寿都中学校始業式◇すっつ子ども教室

  １４：００～

１0：００～1２：0０

　元旦

総合文化センター

◇１歳６カ月児・

時間外当番　寿都診療所

総合体育館

総合文化センター

◇し尿収集

時間外当番　寿都診療所

◇し尿収集

時間外当番　寿都診療所

（矢追・政泊地区）

時間外当番　寿都診療所

（矢追・政泊地区）

時間外当番　寿都診療所

（矢追・政泊地区）

◇役場庁舎閉庁日

（１月５日まで）

※日直が在庁しています

（午後５時２５分まで開庁）

★総合文化センター、図
書室、総合体育館は、午
後５時に閉館。３１日か
ら１月５日まで休館とな
ります。
★町民プールは、３０日
から１月５日まで休館と
なります。

時間外当番　寿都診療所

時間外当番　寿都診療所

◇寿都消防団出初式 ◇役場仕事始め

オープン予定

◇町民スキー場

◇し尿収集

総合文化センター 総合文化センター

３歳児健診

  １３：００～

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

2017

団員招集のサイレンを
午前９時に鳴らします。 

 
 



15 赤口 16 先勝 17 友引 18 先負 19 仏滅 20 大安 21 赤口

◇さわやか元気塾

22 先勝 23 友引 24 先負 25 仏滅 26 大安 27 赤口 28 先勝

◇すっつ子ども教室

29 友引 30 先負 31 仏滅 2/1 大安 2 赤口 3 先勝 4 友引

（樽岸・湯別地区）

１０：００～１１：３０

１９：３０～２１：００

総合体育館

「百人一首」

１４：５０～１５：５０

「鬼のおめんを作ろう」

１４：５０～１５：５０

　※１週間前まで申込

（六条・開進・岩崎地区）

◇夜間小学生

１４：２０～１５：２０

（寿都地区）
１０：００～１１：３０
　　　　活性化センター

１９：００～２０：３０

　※１週間前まで申込

◇初心者ジュニア

　　　　スキー教室

◇初心者ジュニア

　　　　スキー教室

◇健康づくり出前講座

１９：００～２０：３０

町民スキー場

１９：００～２０：３０

◇夜間小学生

町民スキー場

　　　　スキー教室「鬼のおめんを作ろう」

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

樽岸会館

町民スキー場

（大磯・新栄・渡島地区）

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

　　　　スキー教室

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　

活性化センター

潮路小学校

時間外当番　寿都診療所

１８：３０～１９：３０

湯別会館

時間外当番　寿都診療所

「パワフル運動教室」

（島古丹・能津登地区）

１８：３０～１９：３０

◇潮路小学校始業式（横澗・鮫取澗地区）

◇健康づくり出前講座

時間外当番　寿都診療所

◇健康づくり出前講座

（樽岸地区） （歌棄・磯谷地区）
１０：００～１１：３０
　　　　活性化センター

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

◇定例法律相談

磯谷会館

水曜日　ＷＥＤ

総務財政課（財政・税務）

　　　　　　  ６２－２５１２

施　設　課 　 ６２－２６０１

産業振興課　  ６２－２６０２

（大磯・新栄・渡島地区）

　　　　スキー教室

１９：００～２０：３０（美谷地区）
１８：３０～１９：３０
　　　　　　　美谷会館

◇運転免許更新時講習

◇健康づくり出前講座

（湯別地区）

時間外当番　寿都診療所

◇にこにこ教室

◇し尿収集

歌棄会館

◇し尿収集

１８：３０～１９：３０

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

１３：００～１６：００

総合文化センター

◇初心者ジュニア

◇健康づくり出前講座

（歌棄・有戸・種前地区）

（六条・開進・岩崎地区）

時間外当番　寿都診療所

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

１８：３０～１９：３０

火曜日　ＴＵＥ 木曜日　ＴＨＵ月曜日 ＭＯＮ

町民スキー場◇運転免許更新時講習 ◇し尿収集

金曜日　ＦＲＩ

（大磯・新栄・渡島地区）

◇寿都小学校始業式◇健康づくり出前講座 ◇にこにこ教室

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

◇し尿収集

◇にこにこ教室

１８：３０～１９：３０

総合文化センター 町民スキー場

１９：００～２０：３０

　　　　スキー教室

◇夜間小学生

◇すっつ子ども教室

総合文化センター

横澗会館

１９：００～２０：３０

町民スキー場

◇すっつ子ども教室

◇し尿収集

日曜日　ＳＵＮ

2017年 

◇さわやか元気塾 
 「パワフル運動教室」 
 １9：30～21：00 
      総合体育館 
◇し尿収集 
（六条・開進・岩崎地区） 

◇無料登記・法律相談 
 10：00～12：00 
 13：00～15：00 
   総合文化センター 

◇さわやか元気塾 
 「パワフル運動教室」 
 １9：30～21：00 
      総合体育館 

◇夜間小学生 
     スキー教室 
 １9：０0～2０：３0 
     町民スキー場 

※初心者ジュニアス 
 キー教室及び夜間小 
 学生スキー教室の実 
 施につきましては、 
 積雪状況により、日 
 程を変更する場合が  
 あります。 


