
4 先勝 5 友引 6 先負 7 仏滅

　「紙相撲の

　　　力士を作ろう」

　１１：３０～

鮫取澗会館

◇すっつ子ども教室

◇鮫取澗地区お楽しみ

　食事会&健康講座

◇ボディチェン ◇寿都町功労者表彰式 ◇し尿収集

総合体育館 総合文化センター

　１９：００～ 　１１：００～ （政泊・矢追地区）

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

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 ⼟曜⽇ ＳＡＴ⽊曜⽇ ＴＨＵ ⾦曜⽇ ＦＲＩ

2015

起源は平安、室町、江戸時代と諸説はいろいろありますが、江戸時代

の武家社会を中心に関東から全国へ広まったとされています。

当時は乳幼児の死亡率が高く、生まれてから３～４年たってから現在

の戸籍にあたる人別帳や氏子台帳に登録したそうです。そのため、七五

三のお祝いは今まで無事に成長したことへの感謝と幼児から少年・少女

期への節目にこれからの将来と長寿を願う意味を持っていたと言われて

います。

七五三が１１月１５日に祝うことになったのは、江戸時代、「お犬

様」で有名な五代将軍「綱吉」のお子様「徳松」のお祝いをした日であ

り、この日が二十八宿の鬼宿日（きしゅくにち）にあたり、婚礼以外は

何事の祝い事にも吉とされていたからだそうです。また、旧暦の１１月

は秋の実りを神に感謝する月でしたので、その月の満月にあたる１５日

に 氏神に収穫の感謝をすると共に子供の成長の感謝 祈願をしたもの

◇し尿収集
（政泊・矢追地区）
※１週間前まで申込

◇からだほぐし運動

１９：００～２０：００

総合体育館

１１月１５日は七五三の日。

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

１９：００～２０：００ （大磯・新栄・渡島地区）

総合体育館

◇さわやか元気塾
国道から山側）

「男の筋トレ」 ◇し尿収集

総合文化センター （六条～政泊地区の （大磯・新栄・渡島地区）

　　　力士を作ろう」 総合文化センター 総合体育館

１４：５０～１５：５０ ◇古紙回収 ◇し尿収集

◇ボディチェン ◇からだほぐし運動

　「紙相撲の 　１８：４５～ １９：００～２０：００

「あそび場」 （開進・岩崎地区）

総合体育館 　※１週間前まで申込 総合文化センター 横澗会館 潮路小学校

寿都診療所当番日

１０：００～１２：００ 　１３：００～ 　１３：００～ 　１１：３０～ １４：２０～１５：２０

◇横澗地区お楽しみ ◇すっつ子ども教室

・３歳児健診 　食事会&健康講座 「紙相撲大会」

１４：２０～１５：２０

潮路小学校

◇健康スポーツイベント ◇大型ごみ収集 ◇１歳６カ月児

◇すっつ子ども教室

に、氏神に収穫の感謝をすると共に子供の成長の感謝・祈願をしたもの

と思われます。

※１週間前まで申込総合体育館

◇し尿収集
（大磯・新栄・

渡島地区）
※１週間前まで申込

寿都診療所当番日 寿都診療所当番日

総合体育館



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

「あそび場」

１３：００～１５：００

総合体育館

◇一般水泳教室

１９：００～２０：３０

町民プール

◇古紙回収

（六条～政泊地区の

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

「男の筋トレ」 ◇運転免許更新時講習 ◇運転免許更新時講習

◇さわやか元気塾
国道から海側）

総合文化センター  　１３：００～ 総合文化センター １０：００～１１：３０ 総合体育館 総合文化センター

　９：１５～ （新栄・渡島地区） 　１８：３０～ （樽岸・湯別地区） １９：００～２０：００ １３：００～１６：００

⼟曜⽇ ＳＡＴ

◇寿都保育園発表会 ◇大型ごみ収集 ◇ボディチェン ◇にこにこ教室 ◇からだほぐし運動 ◇定例法律相談

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

財 政 課   ６２－２５１２
施 設 課   ６２－２６０１
産業振興課   ６２－２６０２

企 画 課      ６２－２６０８
町⺠課（住⺠福祉）６２－２５２３
町⺠課（保健福祉）６２－２５１３

総合文化センター

◇健康スポーツイベント
活性化センター

◇無料登記・法律相談

◇一般水泳教室

１９：００～２０：３０

町民プール

◇し尿収集

（六条・開進・岩崎地区）

　※１週間前まで申込

◇すっつ子ども教室

「紙相撲大会」

１４：５０～１５：５０

2015年

◇し尿収集
（六条・開進

岩崎地区）
※１週間前まで申込

◇し尿収集
（六条・開進
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29 先負 30 仏滅 12/1 大安 2 赤口 3 先勝 4 友引 5 先負

総合体育館 湯別会館

町民プール １９：００～２０：００ 　１１：３０～ ◇臨時し尿収集

年内受付最終日

（樽岸・湯別地区） （樽岸・湯別地区）

寿都診療所当番日 　（樽岸～磯谷地区）

　９：４５～ 「男の筋トレ」 　食事会&健康講座

◇古紙回収

寿都診療所当番日

◇寿都町民水泳大会 ◇さわやか元気塾 ◇湯別地区お楽しみ ◇し尿収集 ◇し尿収集

寿都診療所当番日

総合体育館 １４：５０～１５：５０ 　１３：３０～

活性化センター

町民プール 　１９：００～ 「クリスマスツリー飾り」 ◇介護者家族の集い

◇一般水泳教室
子育て広場 活性化センター

　※１週間前まで申込 １９：００～２０：３０ ◇ボディチェン ◇すっつ子ども教室

◇大型ごみ収集 　１３：００～ 「自然体験・外遊び」 （寿都地区） 　（歌棄・美谷・

　勤労感謝の日 ◇５歳児健診 ◇おやこ教室 ◇にこにこ教室 ◇にこにこ教室

寿都診療所当番日

　一般１３：００～１４：００
　違反１４：１５～１６：１５
　　　　　　  総合文化センター

　優良１３：００～１３：３０
　初回１４：００～１６：００
　　　　　　  総合文化センター寿都診療所当番日 総合体育館

１９：００～２０：００

横澗・磯谷地区）

１０：００～１１：３０

ふれあ～寿

１０：３０～１１：３０

総合文化センター

（六条・樽岸～磯谷地区） 総合文化センター １０：００～１１：３０

　１３：００～

●固定資産税
第４期納期限

●国民健康保険税
第６期納期限

※１週間前まで申込 （六条 開進
岩崎地区）

◇からだほぐし運動

１９：００～２０：００

総合体育館

◇一般水泳教室

１９：００～２０：３０

町民プール

◇し尿収集
（樽岸 湯別地区）

寿都診療所当番日 寿都診療所当番日

総合体育館 湯別会館 年内受付最終日（樽岸・湯別地区）
※１週間前まで申込


