
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 15 大安

◇歌声喫茶

　歌棄慈光園前
　　９：００～１０：００
　寿都町役場前
　１０：３０～１２：００
　寿都警察署前
　１３：３０～１４：３０
　寿都高校前
　１５：００～１６：００

　歌棄慈光園前
　　９：００～１０：００
　寿都町役場前
　１０：３０～１２：００
　寿都警察署前
　１３：３０～１４：３０
　寿都高校前
　１５：００～１６：００

◇し尿収集

１０：００～１１：００

総合体育館

（歌棄地区）

◇し尿収集

１９：３０～２０：３０

総合体育館

「エアロビック＆

時間外当番　寿都診療所

◇古紙回収

（六条～政泊地区の

◇し尿収集

国道から山側）

（歌棄地区）

◇定例行政相談

１３：３０～１５：３０

大磯会館 ふれあ～寿

（歌棄地区）

９：００～１３：３０ （開進・岩崎地区） １１・１２ヵ月 　１１：３０～

道の駅ほか 　１３：００～ 　１３：００～

　ｉｎ軽トラ市 ◇大型ごみ収集 ３・４ヵ月、７・８ヵ月 　食事会&健康講座

◇秋の味覚祭り

（寿都地区）

◇移動献血車巡回　体育の日 ◇大磯地区お楽しみ

時間外当番　寿都診療所

総合文化センター

ふれあ～寿 潮路小学校

◇さわやか元気塾

◇寿都中学校学校祭

（樽岸・湯別地区） 「紙粘土あそび」 １８：３０～２０：００ 　９：００～

役　　　　場（総務・議会・出納）

６２－２５１１（他の課は裏面へ）

総合文化センター 　６２－２１００

◇歌声喫茶 ◇すっつ子ども教室

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

祁答院医院　　 　６２－２２３２

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

◇英語検定

１０：００～１１：００ １４：２０～１５：２０ 総合文化センター

　※１週間前まで申込

１９：３０～２０：３０

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　

「エアロビック＆

ストレッチング」

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　

総合文化センター

◇乳幼児健診

ストレッチング」　※１週間前まで申込

総合文化センター

◇すっつ子ども教室

「消しゴムはんこづくり」

１４：５０～１５：５０

◇さわやか元気塾

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

201６

 地球を包む空気中には、「温室効果ガス」と呼ばれている二酸化

炭素やメタン、水蒸気などがあり、地球が放出する赤外線（熱エネ

ルギー）を吸収し、再び放出する性質があります。 
 １８世紀の産業革命以降、人類は石炭や石油を燃料とする機械を

発明し、使用してきました。このため生活の利便性は飛躍的に向上
しましたが、それと同時に温室効果ガスの排出量が増加しました。 

 地球温暖化が進むと、大雨や洪水の増加や熱中症の増加、農作物

の収穫量が低下するなどの影響が予測されます。 

 地球温暖化への身近な対策としては、節電などでエネルギー消費

をできるだけ抑え、二酸化炭素の排出を抑制するとともに、地球温

暖化に伴い生じるさまざまな影響への備えを考えていく必要があり

ます。自分でできる地球温暖化対策に努めましょう。 

  

地球温暖化とは 

◇し尿取集 

 （樽岸・湯別地区） 
※1週間前まで申込 



16 赤口 17 先勝 18 友引 19 先負 20 仏滅 21 大安 22 赤口

23 先勝 24 友引 25 先負 26 仏滅 27 大安 28 赤口 29 先勝

30 友引 31 仏滅 11/1 大安 2 赤口 3 先勝 4 友引 5 先負

１３：３０～１５：３０

総合文化センター

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

時間外当番　寿都診療所

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

（寿都地区）
１０：００～１１：３０
　　　　活性化センター

◇さわやか元気塾

　※１週間前まで申込

「秋の科学実験」

１３：３０～１５：００

総合体育館

総合体育館

「ハロウィンカボチャ」
１４：５０～１５：５０
　　　総合文化センター

（樽岸・湯別地区）

１０：００～１１：３０

◇特設行政相談
総合文化センター

（磯谷地区）

総合体育館

時間外当番　寿都診療所

総合文化センター

１９：３０～２０：３０

時間外当番　寿都診療所

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

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 時間外当番　寿都診療所

◇さわやか元気塾 ◇町功労者表彰式

時間外当番　

総合文化センター

～アンチエイジング体操～

◇さわやか元気塾

日曜日　ＳＵＮ

総合文化センター

時間外当番　寿都診療所

◇にこにこ教室

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

総合体育館

 １９：１５～２０：４５

 文化の日

　１１：００～

１９：３０～２０：３０

時間外当番　寿都診療所

体力測定結果報告会

１０：００～１２：００

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　

（樽岸～磯谷地区） 六開岩会館

「エアロビック＆

　※１週間前まで申込

ストレッチング」

◇さわやか元気塾

　（樽岸～磯谷地区）

◇六開岩地区お楽しみ

活性化センター

◇歌声喫茶◇すっつ子ども教室

◇すっつ子ども教室◇にこにこ教室

総合体育館

◇し尿収集

（磯谷地区）

 　１３：００～

潮路小学校

◇健康フェア
～アンチエイジング体操～

◇大型ごみ収集

ストレッチング」（磯谷地区）

１９：００～２１：００

◇し尿収集

◇大型ごみ収集

◇古紙回収

◇運転免許更新時講習

　１１：３０～

「古文書を読もう！」

 １９：１５～２０：４５

１３：００～１６：００

　９：００～

◇定例法律相談

◇にこにこ教室

（新栄・渡島地区）
１３：００～

※１週間前まで申込

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

◇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

１０：００～１１：３０

活性化センター

（歌棄・磯谷地区）

「エアロビック＆

（歌棄・磯谷地区）
１０：００～１１：００
　　　　　　ふれあ～寿

土曜日　ＳＡＴ

企　画　課　　　   ６２－２６０８

町民課（住民福祉）６２－２５２３

町民課（保健福祉）６２－２５１３

時間外当番　寿都診療所

◇寿都町総合文化祭

（～７日）

◇ウィズコムカレッジ

時間外当番　

◇無料法律・登記相談

　食事会&健康講座

◇潮路小学校学芸会

201６

11/6（日） 
 物産展・バザー 
    11：00～13：00 
 文団連表彰 
    13：00～13：30 
 芸能発表会 
    13：30～18：00 

◇古紙回収 
 （六条～政泊地区の 

       国道から海側） 

◇ウィズコムカレッジ 
 「古文書を読もう！」 
 １９：００～２１：００ 
     総合文化センター 


