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◇５歳児健診

◇さわやか元気塾

◇運転免許更新時講習

国道から山側）

　１３：００～

「ﾏｼﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ相談日」

総合文化センター

　１２：３０～

◇大型ごみ収集 ◇定例法律相談

総合文化センター

◇にこにこ教室

時間外当番　寿都診療所

（寿都地区）

◇し尿収集

（開進・岩崎地区）

総合体育館

「マットエクササイズ」

時間外当番　

◇定例行政相談

１０：００～１１：３０

１３：３０～１５：３０

（樽岸・磯谷地区）

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

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

１９：００～２０：００

時間外当番　寿都診療所

１９：００～２０：3０

（六条～政泊地区の

◇にこにこ教室◇すっつ子ども教室

「箸の持ち方に
　　  ついて学ぼう」

「水中運動」

町民プール

１０：００～１１：３０

◇さわやか元気塾

１３：００～１６：００

時間外当番　寿都診療所

（歌棄・磯谷地区）

１９：１５～２０：１５

時間外当番　 時間外当番　寿都診療所

総合体育館

◇運転免許更新時講習１４：５０～１５：５０

総合文化センター

◇移動献血車巡回

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

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

◇し尿収集
（歌棄地区）

時間外当番　寿都診療所

（歌棄地区） 「古文書を読もう！」

総合体育館

活性化センター

活性化センター

◇し尿収集

総合文化センター

◇ウィズコムカレッジ

１９：００～２０：３０

総合文化センター

１４：２０～１５：２０

潮路小学校

◇さわやか元気塾

　　時間・場所については、
　くらしのお知らせガイドを
　ご覧ください。

◇さわやか元気塾
「マットエクササイズ」

◇すっつ子ども教室

「箸の持ち方に
　　  ついて学ぼう」

◇古紙回収

１９：１５～２０：１５

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

◇し尿収集
（歌棄地区）

2020年

「○○の秋」がやってきました！

夏のなごりもだんだん薄れ、朝晩は肌寒さを感じるようにな
りましたね。
みなさんは「○○の秋」といえばなにを思い浮かべますか。
「秋」と結びつく言葉はたくさんありますね。
旬真最中のいくらや秋の魚介類を食べ「食欲の秋」を満喫
するのも良し、さわやか元気塾や総合体育館で汗を流し「ス
ポーツの秋」を感じたり、秋の夜長を利用して「芸術の秋」に
チャレンジしたり、新しいジャンルの本を探し
て「読書の秋」を楽しんでみるのも良いので
はないでしょうか。
それぞれ「秋」の楽しみ方が見つかるともっ
と「秋」を感じることができるので、今年はぜ
ひ「○○な秋」に挑戦してみましょう！
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◇鮫取澗地区健康講座

◇し尿収集

◇にこにこ教室

時間外当番　寿都診療所

企　画　課　　　   ６２－２６０８

町民課（住民福祉）６２－２５２３

町民課（保健福祉）６２－２５１３

産業振興課　  　　 ６２－２６０２

総務財政課（財政・税務）

　　　　　　  ６２－２５１２

施　設　課 

企業管理課　

土曜日　ＳＡＴ

総合文化センター

◇さわやか元気塾

六開岩会館

１４：５０～１５：５０

◇六開岩地区健康講座◇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 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

１９：１５～２０：１５

（矢追・政泊地区）

日曜日　ＳＵＮ

総合体育館

「マットエクササイズ」

総合体育館

「マットエクササイズ」

◇さわやか元気塾

 　９：５０～

◇し尿収集

時間外当番　寿都診療所

◇さわやか元気塾

時間外当番　寿都診療所

◇ウィズコムカレッジ

鮫取澗会館

（樽岸・湯別地区）

水曜日　ＷＥＤ

時間外当番　

 　９：５０～

１３：３０～１５：３０

総合文化センター

１９：００～２０：３０

総合文化センター

木曜日　ＴＨＵ

「水中運動」

「箸の持ち方に
　　  ついて学ぼう」

時間外当番　寿都診療所

◇特設行政相談

（矢追・政泊地区）

 　１３：００～

町民プール　※１週間前まで申込

◇し尿収集１９：１５～２０：１５

１９：００～２０：００

◇し尿収集
（磯谷地区）

◇大型ごみ収集

総合文化センター

（政泊・矢追・大磯地区）

◇寿都町功労者表彰式
 　１１：００～

（磯谷地区）

◇さわやか元気塾

金曜日　ＦＲＩ

◇大型ごみ収集
「古文書を読もう！」

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　

 　１３：００～

　※１週間前まで申込

「古文書を読もう！」 「マットエクササイズ」 「ﾏｼﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ相談日」
◇ウィズコムカレッジ

１９：００～２０：３０ １９：１５～２０：１５ １９：００～２０：3０

（六条・樽岸～磯谷地区）

（樽岸～磯谷地区） 　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　 時間外当番　寿都診療所

◇さわやか元気塾

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

文化の日

（新栄・渡島地区）

活性化センター

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

（矢追・政泊地区）

総合文化センター

◇古紙回収

　※１週間前まで申込

◇古紙回収
（六条～政泊地区の

国道から海側）

◇し尿収集

◇秋の乳がん検診
８：３０～１２：００

１０：００～１１：３０

月曜日 ＭＯＮ

（磯谷地区）

◇大型ごみ収集
総合体育館

◇し尿収集

◇さわやか元気塾

◇さわやか元気塾

火曜日　ＴＵＥ

◇さわやか元気塾

　※１週間前まで申込

「ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ体操」
１９：１５～２０：１５
　　　　　　総合体育館

「ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ体操」
１９：１５～２０：１５
　　　　　　総合体育館

「ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ体操」
１９：１５～２０：１５
　　　　　　総合体育館

◇さわやか元気塾
「水中運動」

１９：００～２０：００

町民プール

総合体育館

総合文化センター

2020年
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