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◇無料登記・法律相談

時間外当番　寿都診療所

　憲法記念日

子育て広場

◇子育て支援センター講座

１０：００～１５：００

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　 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　

活性化センター活性化センター

（大磯・新栄・渡島地区）

（大磯・新栄・渡島地区）

　※１週間前まで申込

（歌棄・磯谷地区）

◇し尿収集

時間外当番　寿都診療所

◇にこにこ教室

◇し尿収集

◇古紙回収
（六条～政泊地区の

　１３：００～１６：００

時間外当番　寿都診療所

国道から海側）

総合文化センター

「歩くを極める」

１０：００～１１：３０

◇定例法律相談

１９：３０～２０：４５

総合文化センター

１３：３０～１５：３０国道から山側）

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

◇し尿収集

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

　１３：００～ 総合文化センター １９：３０～２０：４５

　１３：００～（開進・岩崎地区） 「歩くを極める」

１０：００～１１：３０

総合体育館

◇さわやか元気塾 ◇介護者家族の集い

◇し尿収集

◇１歳６カ月・３歳児健診 ◇にこにこ教室

　（樽岸・湯別地区）

１０：００～１１：３０

◇大型ごみ収集

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

みなとま～れ寿都

◇GW海鮮屋台

（～６日）

１０：００～１４：００

消防寿都支署　　 ６２－２１１９

町立寿都診療所　 ６２－２４１１

土曜日　ＳＡＴ

◇にこにこ教室

　みどりの日 　こどもの日

◇商工会青年部テント村

　１０：００～１３：００

活性化センター

◇し尿収集◇定例行政相談

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

（六条～政泊地区の（矢追・政泊地区）

　１３：３０～

ふれあ～寿

◇古紙回収

みなとま～れ寿都

（矢追・政泊地区）

◇大型ごみ収集

（新栄・渡島地区）

金曜日　ＦＲＩ

時間外当番　

（寿都地区）「写真を撮ろう」

　１３：００～

　※１週間前まで申込

１０：００～１１：３０

（大磯・新栄・渡島地区）

◇さわやか元気塾

総合文化センター

（矢追・政泊地区）

◇英語サロン
１８：３０～２０：００

総合体育館

◇し尿収集

2017

 暖かい日が増え、行楽シーズンを迎えました。大型連休があるこ
の時期は、交通量の増加などから事故が多発しています。 
 スピードの出し過ぎなどに注意し、安全運転を心がけましょう。 
 また、山の雪が解けたことで登山や山菜採りをする 
方も多く、遭難者や行方不明者が出ています。 
 もしもの場合に備えて単独行動は避け、天候にあっ 
た装備や服装に心がけるなどし、趣味やレジャーを楽 
しみましょう。 

安全で楽しい連休に！ 

◇英語サロン 
 １８：３０～２０：００ 
    総合文化センター 
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4 友引 5 先負 6 仏滅 7 大安 8 赤口 9 先勝 10 友引

時間外当番　 時間外当番　寿都診療所

　９：００～１１：００

１９：３０～２０：４５

◇さわやか元気塾

（六条・開進・岩崎地区）

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

◇すっつ春の味覚

　マルシェ　in軽トラ市

　９：００～１３：３０

みなとま～れ寿都ほか

　１３：００～

（六条・樽岸～磯谷地区）

◇大型ごみ収集

　※１週間前まで申込

各地区・役場車庫
　一般１３：００～１４：００
　違反１４：４５～１６：４５
　　　　　　  総合文化センター　※１週間前まで申込

◇英語サロン

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 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　

　※１週間前まで申込

総合体育館 　１３：００～ 「古文書を読もう！」

　※１週間前まで申込

◇し尿収集

（樽岸・湯別地区）

１９：３０～２０：４５

「歩くを極める」

（樽岸・湯別地区）

総合体育館

時間外当番　寿都診療所 時間外当番　

１０：００～１２：００ （政泊・矢追・大磯地区） 　地域学コース

◇さわやか元気広場 ◇大型ごみ収集 ◇ウィズコムカレッジ ◇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　 時間外当番　寿都診療所 時間外当番　寿都診療所

◇すっつ子ども教室

「春の科学実験」

１８：３０～２０：００

総合文化センター

総合文化センター

◇いきいき健診

総合体育館

　　６：００～

（六条・開進・岩崎地区）

総合文化センター

役場車庫
◇し尿収集

　　６：００～

総合文化センター

　９：１０～１７：００

◇狂犬病予防注射

土曜日　ＳＡＴ水曜日　ＷＥＤ 木曜日　ＴＨＵ 金曜日　ＦＲＩ

◇狂犬病予防注射

　　６：００～

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

１３：００～１５：００

◇いきいき健診 ◇いきいき健診◇古紙回収

◇英語サロン

１８：３０～２０：００

「歩くを極める」

◇運転免許更新時講習

◇さわやか元気塾

「歩くを極める」

日曜日　ＳＵＮ 月曜日 ＭＯＮ 火曜日　ＴＵＥ

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

◇し尿収集

　（樽岸～磯谷地区）

◇運転免許更新時講習

１９：３０～２０：４５

総合体育館

（樽岸・湯別地区）

１９：００～２０：３０

総合文化センター

◇し尿収集

◇し尿収集

総合文化センター

総合文化センター

2017年 

◇し尿収集 
（六条・開進・岩崎地区） 


