
日 月 火 水 木 金 土

10/7 8「体育の日」

図書館（全館）休館日

9
わくわく広場
上志比保健センター

9:30～11:30
おたっしゃ夢サロン
高齢者つどいの家　10:00～
コアラのおへや
御陵幼児園　9:30～11:30

三種混合予防接種〈～10/13まで〉
町内指定医療機関

育児相談・H19.5月～6月生まれ
松岡保健センター
9:20～9:40まで受付

10
福祉総合相談所
永平寺老人福祉センター　13:30～16:00

人権相談 永平寺保健センター　13:30～16:00
行政相談　　
永平寺生活改善センター　10:00～12:00
サンサンホール　10:00～12:00
永平寺開発センター　13:30～15:30
やすらぎの郷　13:30～15:30

ママのためのおしゃべりサロン「ベビー＆マザービクス教室」
松岡保健センター　10:00～

胃がん検診 7:30～8:30 基本健診 9:00～10:00
永平寺生活改善センター
ポリオ集団予防接種
松岡保健センター　13:30～14:00

14
秋のハイキング（九頭竜川資料館）
志比児童館　10:00～12:00
手作りおもちゃで遊ぼう
上志比児童館　10:00～11:30
秋のハイキング
松岡児童館　9:00～13:00
胃がん検診 7:30～8:30
基本健診 9:00～10:00
乳がん・子宮がん検診　13:00～14:00
永平寺保健センター

松岡福祉総合センター開館日
8:30～17:30

15「青少年育成の日」
フレンドパーク
永平寺保健センター

9:30～11:30
たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30

健診結果相談会（9/21健診分）
松岡多目的集会センター
ざおう荘 13:30～14:30
麻しん・風しん予防接種

〈～10/20まで〉
町内指定医療機関
図書館（全館）休館日

16
わくわく広場
上志比保健センター

9:30～11:30
コアラのおへや
御陵幼児園

9:30～11:30
健診結果相談会（9/25健診分）
藤巻集落センター

13:30～14:30
ポリオ集団予防接種予備日(要予約）
松岡保健センター

13:30～14:00

17
フレンドパーク
志比児童館　9:30～11:30

ママのためのおしゃべりサロン
「身体測定・育児相談」
松岡保健センター　10:00～
ポリオ集団予防接種
永平寺保健センター

13:30～14:00
結婚相談 13:30～15:30
松岡福祉総合センター
永平寺支所
やすらぎの郷

21「家庭の日」
ふれあいフェスタ2007

（永平寺町農村公園）
永平寺町社会福祉協議会

9:00～15:00
胃がん検診 7:30～8:30
基本健診 9:00～10:00
乳がん・子宮がん検診

13:00～14:00
松岡保健センター

上志比ミネラル温泉
「ＣＡＭＵ湯」休館日

22
フレンドパーク
永平寺保健センター　9:30～11:30
たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30
おたっしゃ夢サロン
高齢者つどいの家　10:00～

健診結果相談会（10/1健診分）
野中集落センター

13:30～14:30
シルバー人材センター入会説明会
松岡福祉総合センター　14:00～
図書館（全館）休館日

23
わくわく広場
子育てマイスター「病気の予防法」
上志比保健センター

9:30～11:30
コアラのおへや
御陵幼児園　9:30～11:30
健診結果相談会

（10/2健診分）
松岡農業構造改善センター

13:30～14:30

24
福祉総合相談所
上志比やすらぎの郷

13:00～16:00
無料法律相談（要予約）
松岡福祉総合センター

13:30～16:00
人権相談
やすらぎの郷　13:30～16:00

ママのためのおしゃべりサロン「自由開放日」
松岡保健センター　10:00～

健診結果相談会（10/3健診分）
上志比保健センター　13:30～14:30

28 29
フレンドパーク
「育児相談・身体測定」
永平寺保健センター

9:30～11:30
たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30

健診結果相談会（10/6健診分）
上志比保健センター

13:30～14:30

図書館（全館）休館日

30
わくわく広場
「保健師さんによる

育児相談」
上志比保健センター

9:30～11:30

コアラのおへや
御陵幼児園

9:30～11:30

31
ママのためのおしゃべりサロン
「身体測定・育児相談」
松岡保健センター　10:00～

健診結果相談会
（10/10健診分）

永平寺生活改善センター
13:30～14:30

図書館（全館）休館日

11
フレンドパーク
「グリーンパークで遊ぼう」

10:00～11:30
たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30
ポリオ集団予防接種
上志比保健センター

13:30～14:00
健診結果相談会（9/18健診分）
永平寺保健センター

13:30～14:30

12
わくわく広場　子育てマイスター
「言葉の発達について」
上志比保健センター

9:30～11:30
コアラのおへや
御陵幼児園　9:30～11:30
「お話の会」
（町立図書館永平寺館）11:00～
ポリオ集団予防接種
松岡保健センター　13:30～14:00

健診結果相談会（9/20健診分）
上志比保健センター　13:30～14:30

13
おはなしのへや
町立図書館

10:30～11:00

おはなしのへや
町立図書館永平寺館

14:00～

放課後子ども教室
「子ども生け花教室」
サンサンホール 10:00～

18
フレンドパーク
永平寺保健センター

9:30～11:30
たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30
健診結果相談会

（9/26健診分）
永平寺保健センター

13:30～14:30

19
わくわく広場
上志比保健センター　9:30～11:30
コアラのおへや
御陵幼児園　9:30～11:30
「グリーンセンターで遊びましょう」
現地集合 10:00～
健診結果相談会（9/28健診分）
永平寺高齢者創作館

9:30～10:30
ポリオ集団予防接種予備日(要予約）
松岡保健センター

13:30～14:00

20
おはなし会＆

簡単な工作あそび
町立図書館永平寺館

14:00～

読み聞かせと
文化祭出展の工作

町立図書館上志比館
10:00～11:00

25
フレンドパーク
永平寺保健センター

9:30～11:30

たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30

健診結果相談会
（10/4健診分）

松岡保健センター
13:30～14:30

26
わくわく広場
上志比保健センター

9:30～11:30

コアラのおへや
御陵幼児園

9:30～11:30
「子育てなんでも相談」

（県福祉相談員）

27

11/1「省エネの日」
フレンドパーク
永平寺保健センター

9:30～11:30

たんぽぽのおへや
よしの園 9:30～11:30

2
わくわく広場
子育てマイスター

「救急法について」
上志比保健センター

9:30～11:30

コアラのおへや
御陵幼児園

9:30～11:30
「身体計測日」

3
アニメ映画会
町立図書館永平寺館

14:00～16:00

朗読会&紙芝居
町立図書館

13:30～15:00

古本市
町立図書館

10:00～16:00

町民カレンダー 2007
平成19年 10月 11月～町民カレンダー

役　　　場：61－1111 
永平寺支所：63－3111 
上志比支所：64－2211 
町立図書館：61－7117 
町立図書館 
　永平寺館：63－2111 
町立図書館 
　上志比館：64－3170 
松岡福祉総合センター： 
　　　　　　  61－0111 
永平寺保健センター： 
　　　　　　  63－2868 
上志比保健センター： 
　　　　　　  64－3000 
永平寺地域包括支援センター： 
　　　　　　  64－2211 
松岡児童館：61－0750 
志比児童館：63－3111 
上志比児童館：64－3000 
松岡デイサービスセンター： 
　　　　　　  61－4575 
永平寺デイサービスセンター： 
　　　　　　  63－3868 
上志比デイサービスセンター： 
　　　　　　  64－3000 
松岡上水道管理センター： 
　　　　　　  61－0277 
永平寺中央浄化センター： 
　　　　　　  63－4234 
高齢者つどいの家  
 （おたっしゃ夢サロン）： 
　　　　　　  61－6680 
上志比ミネラル温泉「CAMU湯」： 
　　　　　　  64－3000 
永平寺町在宅介護支援センター： 
　　　　　　  61－4300 
永平寺警察署：61－0110 
永平寺町消防本部・消防署： 
　　　　　　  61－0179 
　永平寺分署：63－2345 
　上志比分署：64－2180

「たんぽぽのへや」６１－２３７０
「コアラのおへや」６１－２００１
「ちびっこ広場」６１－０７５０
「わくわく広場」６４－３０００
「フレンドパーク」６３－２８６８

対　象…幼児園に通っていな
いお子さん

★自由に参加できるのでお気
軽にお越しください

家の中にはってご活用ください

今月の納税

町 ・ 県 民 税 第3期
国民健康保険税 第4期

10月25日（木）

人形劇鑑賞
志比児童館　10:30～12:00
おはなし会
町立図書館　14:00～14:30

おはなし会＆おもしろ実験教室
町立図書館永平寺館　14:30～
小さな秋の音楽会
松岡児童館　10:00～12:00

放課後子ども教室「プラレールで遊ぼう」
上志比児童館 10:00～

松岡福祉総合センター開館日
8:30～17:30


