
7 友引 8 先負 9 仏滅 10 大安

総合文化センター

◇し尿収集

（歌棄地区）

寿都中学校

　１１：３０～ ◇英語検定
磯谷会館 １８：３０～２０：００

◇寿都中学校学校祭

１３：３０～１５：３０ 　お楽しみ食事会 １０：００～１１：００ 　９：００～

◇定例行政相談 ◇島古丹・能津登地区

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・議会・出納）
６２－２５１１（他の課は裏⾯へ）
総合⽂化センター  ６２－２１００

◇子育て運動教室

総合文化センター 　&健康講座 総合体育館

◇からだほぐし運動

１９：００～２０：００

総合体育館

◇し尿収集

（歌棄地区）

2015

最近は、めっきり朝晩が冷えるようになり、もうすっかり秋ですね。
秋と言えば食欲の秋。食べ物がおいしい季節、たくさんの秋の味覚が楽
しみですね。
秋の味覚として代表される「サンマ」ですが、「サンマ」の由来は、

２つの有力な説があるそうです。古い呼び名で「細長い魚」を意味する
「サマナ（狭真魚〉」が「サマ」→「サンマ」と変化したという説と、
大群で泳ぐ習性を持つことから「大
きな群れ」を意味する「サワ（沢）」と
「魚」を意味する「マ」から「サワンマ」
という言葉が変化したという説がありま
す。
また、現在の「秋刀魚」と書く書き方

は、大正時代から使われていて、形も色
も刀に似ていて、秋にとれる刀のような
魚ということから名づけられたといわれ

すっかり秋ですね・・・

11 赤口 12 先勝 13 先負 14 仏滅 15 大安 16 赤口 17 先勝

　１３：００～ １０：３０～１２：００ 総合体育館

◇古紙回収

（六条～政泊地区の

総合文化センター

◇し尿収集
寿都高校前 （磯谷地区）

１３：３０～１５：００

１５：００～１６：００

寿都町役場前

１３：３０～１４：３０

総合文化センター

◇大漁豊漁みなと祭り 　体育の日

◇し尿収集
総合文化センター

みなとま～れ寿都 （開進・岩崎地区） １１・１２ヵ月 歌棄慈光園前 １４：５０～１５：５０

◇定例法律相談

寿都診療所当番日

◇土曜べんけい塾

　１０：３０～ ◇大型ごみ収集 ３・４ヵ月、７・８ヵ月 　９：００～１０：００ 「ニュースポーツ」 １３：００～１６：００ 「秋の科学実験」

　※１週間前まで申込

国道から山側）

◇からだほぐし運動

１９：００～２０：００

（磯谷地区）

（磯谷地区） ◇ボディチェン

　１９：００～

総合体育館

　※１週間前まで申込

◇運転免許更新時講習

寿都警察署前 総合体育館

◇し尿収集

◇運転免許更新時講習

　※１週間前まで申込

◇乳幼児健診 ◇移動献血車巡回 ◇すっつ子ども教室

　１３：００～

魚ということから名づけられたといわれ
ています。

寿都診療所当番日寿都診療所当番日 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



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 先負

１０：００～１２：００

総合体育館

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

　防災訓練　

８：３０～１５：４０

総合文化センター

寿都診療所当番日 総合体育館 寿都診療所当番日

１９：００～２０：００ 総合文化センター 総合体育館

１０：００～１１：３０

◇ボディチェン ◇からだほぐし運動
活性化センター

「男の筋トレ」

寿都診療所

⼟曜⽇ ＳＡＴ

◇大型ごみ収集 ◇六開岩地区お楽しみ ◇にこにこ教室 ◇にこにこ教室 ◇寿都町総合文化祭

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

　１８：３０～ 横澗・磯谷地区） 総合文化センター

◇無料登記・法律相談

　１８：４５～

　１４：００～

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

 　１３：００～

◇健康フェア
　※１週間前まで申込

◇さわやか元気塾

　９：００～

◇松前神楽合同公演

（新栄・渡島地区） 　（子宮頸がん） 「寿都★男めし」 　（歌棄・美谷・ 　１３：００～

潮路小学校

◇にこにこ教室

１９：００～２０：００

◇潮路小学校学芸会 ◇大型ごみ収集 ◇予防接種 ◇北海道原子力 ◇男の料理教室

2015年

◇古紙回収
（六条〜政泊地区の

国道から海側）

11/1 仏滅 2 大安 3 赤口 4 先勝 5 友引 6 先負 7 仏滅

寿都診療所当番日 寿都診療所当番日

◇大型ごみ収集 ◇し尿収集

（政泊・矢追地区）

◇鮫取澗地区お楽しみ

　食事会&健康講座

　１１：３０～

◇からだほぐし運動

◇ボディチェン

　１９：００～

総合体育館

総合体育館

１９：００～２０：００ 総合体育館

１４：５０～１５：５０

をつくろう」

「男の筋トレ」 　（樽岸～磯谷地区） 　１９：００～ 「ハロウィンかぼちゃ

◇さわやか元気塾 ◇古紙回収 ◇ボディチェン ◇すっつ子ども教室

（政泊・矢追・大磯地区）

 　１３：００～

　※１週間前まで申込

◇し尿収集

（政泊・矢追地区）

※１週間前まで申込

　食事会&健康講座

　１１：３０～

六開岩会館

（～４日）

鮫取澗会館

（樽岸・湯別地区）

１０：００～１１：３０

活性化センター

（寿都地区）

１０：００～１１：３０

活性化センター

（六条・樽岸～磯谷地区）

１９：００～２０：００

総合体育館

総合文化センター

　１３：００～

　※１週間前まで申込

◇し尿収集

11/１（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

●町道民税
第３期納期限

◇さわやか元気塾
「男の筋トレ」

１９：００～２０：００
総合体育館

寿都診療所当番日寿都診療所当番日

※１週間前まで申込 総合体育館◇し尿収集
（政泊・矢追地区）

第３期納期限
●国民健康保険税

第５期納期限


