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月 7

松岡児童館  161－0750 
志比児童館  161－3111 
上志比児童館  164－3000

わくわく広場 
毎週月～金曜日 
上志比保健センター 
9：00～11：30 
164－3000

8:30～ 

日 月 火 水 木 金 土 

永平寺町役場（本庁）： 
　　　　　　  61－1111 
　　　　　　　　　　　　（代表） 
　総 務 課：61－3941 
　企画財政課：61－3942 
　監 理 課：61－3943 
　税 務 課：61－3944 
　住民生活課：61－3945 
　環 境 課：61－3946 
　農 林 課：61－3947 
　建 設 課：61－3948 
　会 計 課：61－3949 
　議会事務局：61－3950 

永平寺支所：63－3111 
　　　　　　　　　　　　（代表） 
上志比支所：64－2211 
　　　　　　　　　　　　（代表） 
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

家の中にはってご活用ください 

松児  

志 児  

上 児  

各地区児童館 
子育て 

支援センター 

わくわく わくわく 
フレンドパーク 
毎週月～金曜日 
永平寺保健センター 
9：00～11：30 
163－2868

フレンド フレンド 

フレンド フレンド わくわく わくわく コアラ コアラ コアラ コアラ ちびっこ ちびっこ 

コアラのおへや 
毎週火・金曜日 
御陵幼児園 
9：30～11：30 
161－2001

コアラ コアラ 
ちびっこ広場 
毎週水曜日 
松岡児童館 
9：30～11：30 
161－0750

ちびっこ ちびっこ 
たんぽぽのおへや 
毎週月・木曜日 
よしの園 
9：30～11：30 
161－2370

たんぽぽ たんぽぽ 

たんぽぽ たんぽぽ 

今月の納税 
町 ・ 県 民 税　第1期 

6月30日（月） 
口座振替は6月25日です 

ＡＥＤ救急講習 
　消防本部2階　　　13:00～ 
児童館で遊ぼう 
　松岡児童館　 10:00～12:00 
　　　　　　　 13:00～17:00 
わくわくアート（父の日工作） 
　志比児童館　 10:00～11:30 
折紙で遊ぼう 
　上志比児童館 10:00～11:30 
 
松岡福祉総合センター開館日 

8:30～17:30

15 「家庭の日」「青少年育成の日」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上志比ミネラル温泉 
　「ＣＡＭＵ湯」休館日 

22
特定・一般・高齢者健診・ 
胃がん・肺がん、大腸がん検診 
　永平寺開発センター 
永平寺町民マレットゴルフ大会 
　松岡河川公園 

マレットゴルフ場 
8:00～12:00

29
 

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館（全館）休館日 

フレンド フレンド わくわく わくわく たんぽぽ たんぽぽ 

10
コアラのおへや 
 「子育て相談会」 
　御陵幼児園　  9:30～11:30

フレンド フレンド わくわく わくわく 

11
福祉総合相談所　永平寺老人福祉センター　13:30～16:00 
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～ 
認知症サポーター養成講座 
　永平寺開発センター　19:30～21:00 
特定・一般・高齢者健診・胃がん・肺がん、大腸がん検診 
　上志比保健センター 
ちびっこ広場「歯科衛生士によるお話と指導」 
　松岡児童館　  9:30～11:30 
人権相談　　　 13:30～16:00 
　松岡福祉総合センター・永平寺保健センター 
行政相談　 　　13:30～15:30 
　松岡福祉総合センター・やすらぎの郷 

フレンド フレンド わくわく わくわく 

12
たんぽぽのおへや 
 「親子で楽しむリズム遊び」 
　よしの園　　  9:30～11:30

フレンド フレンド わくわく わくわく 

13
健診結果説明会（5/22健診分） 
　永平寺保健センター 

　13:30～14:30 
フレンドパーク 
　「わくわくリバー館へ行こう」 
　雨天時　志比児童館 

9:30～11:30

14
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～ 

21
上志比ニンキーフェスティバル 
　永平寺農村公園 

10:00～17:30 
サンサン教室 
　「七夕飾り作り」 
　町立図書館上志比館 

10:30～ 
おはなし会＆おもしろ実験教室 
　町立図書館永平寺館　14:00～ 

28
プラレールで遊ぼう 
　松岡児童館　 10:00～12:00 
児童館で遊ぼう 
　志比児童館　 10:00～17:00 
七夕笹飾り作り 
　上志比児童館　10:00～11:30 
読み聞かせ会 
　町立図書館　 14:00～14:30 
おはなし会 
　町立図書館永平寺館　14:00～ 
 
松岡福祉総合センター開館日 

8:30～17:30

5
アニメ映画会 
　町立図書館永平寺館 

14:00～ 

コアラ コアラ フレンド フレンド わくわく わくわく 

20
コアラのおへや 
 「親子で伝承遊びを楽しもう」 
　御陵幼児園　  9:30～11:30 
シルバー人材センター 

入会説明会 
　永平寺町シルバー 

人材センター上志比支所 
14:00～ 

コアラ コアラ フレンド フレンド わくわく わくわく 

27
わらべうたとおはなしを 

楽しむ会 
　町立図書館　 10:30～12:00

コアラ コアラ フレンド フレンド わくわく わくわく 

4
1歳6ヶ月児健診 
　H18.11.1～ 

H18.12.15生まれ 
　松岡保健センター 

13:30～14:00まで受付 

たんぽぽ たんぽぽ フレンド フレンド わくわく わくわく 

19
健診結果説明会（5/27健診分） 
　上志比保健センター 

13:30～14:30 
行政相談 
　松岡福祉総合センター 

13:30～15:30

たんぽぽ たんぽぽ フレンド フレンド わくわく わくわく 

26
無料法律相談（要予約） 
　やすらぎの郷 

13:00～16:00

たんぽぽ たんぽぽ フレンド フレンド わくわく わくわく 

3
健診結果説明会（6/11健診分） 
　上志比保健センター 

13:30～14:30

ちびっこ ちびっこ フレンド フレンド わくわく わくわく 

18
福祉総合相談所 
　やすらぎの郷　13:30～16:00 
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～ 
ちびっこ広場「お誕生会」 
　松岡児童館　  9:30～11:30 
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 

ちびっこ ちびっこ フレンド フレンド わくわく わくわく 

25
福祉総合相談所 
　やすらぎの郷 

13:30～16:00 
ママのためのおしゃべりサロン 
 「栄養・離乳食相談」 
　松岡保健センター　10:00～ 
人権相談　　　 13:30～16:00 
　やすらぎの郷 

ちびっこ ちびっこ フレンド フレンド わくわく わくわく 

2
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～ 
3歳児健診　H17.5.1～H17.6.15生まれ 
　松岡保健センター　13:30～14:00まで受付 
人権相談 
　やすらぎの郷　13:30～16:00 
ちびっこ広場「七夕会」 
　松岡児童館　  9:30～11:30 
福祉総合相談所 
　松岡福祉総合センター　　13:30～16:00

コアラ コアラ フレンド フレンド わくわく わくわく 

17
コアラのおへや 
 「お話し会」 
　御陵幼児園　  9:30～11:30

コアラ コアラ フレンド フレンド わくわく わくわく 

24
わくわく広場 
 「身体測定・育児相談」 
　上志比保健センター 

9:30～11:30

コアラ コアラ フレンド フレンド わくわく わくわく 

7/1 「省エネの日」 
コアラのおへや 
 「身体計測日」 
　御陵幼児園　  9:30～11:30

フレンド フレンド わくわく わくわく たんぽぽ たんぽぽ 

16
たんぽぽのおへや 
 「子育てなんでも相談会」 
　よしの園　　  9:30～11:30 
フレンドパーク 
 「育児相談・身長・体重測定」 
　永平寺保健センター 

9:30～11:30 
 
 
 
図書館（全館）休館日 

フレンド フレンド わくわく わくわく たんぽぽ たんぽぽ 

23
七夕飾り作り〈～27日まで〉 
　志比児童館　 15:30～16:30 
たんぽぽのおへや 
 「よしの園あかぐみさんとの 

お話しの会」 
　よしの園　　  9:30～11:30 
 
 
 
 
図書館（全館）休館日 

フレンド フレンド わくわく わくわく たんぽぽ たんぽぽ 

30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館（全館）休館日 

は子育て支援センター開設日です 

（ 

直
　
通
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） 

マーク 


