
たんぽぽ フレンド わくわく松児 志児 上児

たんぽぽ フレンド わくわく松児 志児 上児

たんぽぽ フレンド わくわく松児 志児 上児

AED救急講習会
　消防庁舎２階　13：00～14：00
松児　じどうかんで遊ぼう
　松岡児童館　10：00～12：00
　　　　　　　13：00～17：00
志児　児童館で遊ぼう
　志比児童館　10：00～17：00
上児　お正月あそびをしよう
　上志比児童館　10：00～12：00
ちび　父親応援事業似顔絵を描いてもらおう
　松岡児童館　10：00～11：30
松岡福祉総合センター 開館日
　8:30～17:30

人権相談　13：30～16：00
　やすらぎの郷
ママのためのおしゃべりサロン
「身体計測・育児相談」
　松岡保健センタ－　10：00～
1歳6ヶ月児健診
　（Ｈ23.5.1～6.15生）
　受付13：30～14：00
　松岡保健センタ－
ちび　お誕生日会
　松岡児童館　9：30～11：30

福祉総合相談
　やすらぎの郷　13：30～16：00
フレ　「ミニミニ劇場」
　永平寺保健センター
　10：30～11：30

大本山永平寺
文化財防火デー消防訓練
　大本山永平寺　13:30～
わく　育児相談・身体測定
　上志比保健センター
　9：30～11：30
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コアラ フレンド わくわく松児 志児 上児

コアラ フレンド わくわく松児 志児 上児

わく　お正月あそび
　上志比保健センター
　9：30～11：30

松岡児童館  ☎61－0750
志比児童館  ☎63－3111
上志比児童館  ☎64－3000

わくわく広場
毎週月～金曜日
上志比保健センター
9：30～11：30
☎64－3000

8:30～
松児
志児
上児

各地区児童館
子育て

支援センター

フレンドパーク
毎週月～金曜日
永平寺保健センター
9：30～11：30
☎63－2868

コアラのおへや
毎週火・金曜日
消防コミュニティーセンター
9：30～11：30
☎61－3550

ちびっこ広場
毎週水曜日
松岡児童館
9：30～11：30
☎61－0750

たんぽぽのおへや
毎週月・木曜日
よしの園
9：30～11：30
☎61－2370

コアラ ちびっこ たんぽぽ フレンド わくわく

1/6 7 8 9 10 11 12
日 月 火 水 木 金 土

家の中にはってご活用くださいは、児童館、子育て支援センター開設日です

行政相談　13：30～15：30
　ふるさと学習館、やすらぎの郷
人権相談　13：30～16：00
　松岡福祉総合センター
　永平寺支所
ママのためのおしゃべりサロン
「身体計測・育児相談」
　松岡保健センタ－　10：00～
松児　絵馬をかこう
　松岡児童館　16：00～17：00

福祉総合相談
　松岡福祉総合センター
　13：30～16：00
フレ　志比幼児園長とお話会
　永平寺保健センター
　10：30～11：30

わく　お誕生日会
　上志比保健センター
　9：30～11：30

図書館（全館）休館日

民話紙芝居
　町立図書館　10：30～11：00
おはなし会
　町立図書館（永平寺館）
　14：00～14：30

福祉総合相談
　永平寺老人福祉センター
　13：30～16：00
フレ　乳幼児の食育学習会
　永平寺保健センター
　10：30～11：30

ママのためのおしゃべりサロン
「ベビービクス」
　松岡保健センタ－　10：30～
ちび　親子でふれあい遊び　
　子育てマイスター　岩見美樹さん
　松岡児童館　9：30～11：30

今月の納税

（口座振替も同日です）

町県民税　　　　　第４期
国民健康保険税　　第７期
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ちびっこ松児 志児 上児

たんぽぽ フレンド松児 志児 上児

松児

松児
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絵本の読み聞かせ
　町立図書館　10：30～11：00

おもしろとしょかん
　町立図書館　10：30～11：00
松児　初釜とお琴と運試し
　松岡児童館　10：00～12：00
志児　楽器遊び
　志比児童館　10：00～11：30
上児　オセロで遊ぼう
　上志比児童館　10：00～12：00
わく　お父さんの子育て応援事業
　上志比保健センター　9：30～11：30
松岡福祉総合センター 開館日
　8:30～17:30

コア　節分の会参加
　御陵幼児園　10：00～
わく　節分の会
　上志比保健センター
　9：30～11：30

上児

永平寺町成人式
上志比文化館

13：00～受付　13：30～開場

１月31日（木）

2013
平成25年 月～1 2月

永平寺町役場（本庁）
 61‐1111
永平寺支所 63‐3111
上志比支所 64‐2211
　総務課 ６１-３９４１
　企画財政課 ６１-３９４２
　監理課 ６１-３９４３
　農林課 ６１-３９４７
　建設課 ６１-３９４８
　子育て支援課 ６１-７２５０
　税務課 ６１-３９４４
　住民生活課 ６１-３９４５
　福祉保健課 ６１-３９２０
　環境課 ６１-３９４６
　会計課 ６１-３９４９
　議会事務局 ６１-３９５０
　商工観光課 ６１-３９２１
　学校教育課 ６１-２００９
　生涯学習課 ６１-２００９
　健康福祉施設整備室
 ６４-２２１１
　上水道課 ６１-０２７７
　下水道課 ６３-４２３４
町立図書館 ６１-７１１７
　永平寺館 ６３-３１１１
　上志比館 ６４-３１７０
松岡公民館 ６１-３４００
松岡ふるさと学習館
 ６１-６６７７
永平寺緑の村ふれあいセンター
 ６３-４２２２
上志比文化会館サンサンホール
 ６４-３１７０
松岡福祉総合センター（翠荘）
 ６１-０１１１
永平寺保健センター
 ６３-２８６８
上志比保健センター（やすらぎの郷）
 ６４-３０００
永平寺町在宅介護支援センター
 ６1-4300
永平寺老人福祉センター永寿苑
（永平寺ディサービスセンター）
 ６３-３８６８
町社協地域包括支援センター
 64-3535
永平寺町消防本部・消防署
 ６１-０１７９
　上志比分署 ６４-２１８０
永平寺警察署 ６１-０１１０
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役場窓口延長　19:00まで

図書館（全館）休館日

役場窓口延長　19:00まで

永平寺町消防出初式
　緑の村ふれあいセンター
　8:30～

フレ　支援センター開放
　永平寺保健センター
　9：30～11：30

松児 絵馬をかこう
　松岡児童館　16：00～17：00

健診結果相談会（12/1健診分）
　松岡保健センター
　受付9：30～10：00
松児　絵馬をかこう
　松岡児童館　16：00～17：00

子育て相談所
　やすらぎの郷　13：30～16：30
町シルバー人材センター入会説明会
　町シルバーセンター２F　14：00～
フレ　親子でリズムあそび
　永平寺保健センター
　10：30～11：30

フレ　育児相談・身体測定
　永平寺保健センター
　10：00～11：30 わく　鬼のお面作り

　上志比保健センター
　9：30～11：30

3歳児健診
　（H21.11.1～12.15生）
　受付13：30～14：00
　松岡保健センタ－
コア　コアラでお話会
　消防コミセン　9：30～11：30
わく　絵本読み
　上志比保健センター
　9：30～11：30

ママのためのおしゃべりサロン
「育児講演会」
　松岡保健センタ－　10：00～
ちび　節分の会
　松岡児童館　9：30～11：30
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おはなしのへや
　町立図書館　10：30～11：00
おはなし会
　町立図書館（永平寺館）
　14：00～14：30

27 28 29 30 31 2/1「省エネの日」 2

無料法律相談
　松岡福祉総合センター
　13：00～16：00

図書館（全館）休館日

図書館（全館）休館日 図書館（全館）休館日 図書館（全館）休館日

役場窓口延長　19:00まで

役場窓口延長　19:00まで

20「子育て応援の日」 21 22 23 24 25 26「文化財防火デー」

上志比どんど焼き
上志比グラウンド　11：00～

越前竹原弁財天　初巳祭
　越前竹原弁財天　10：00～

図書館（全館）休館日 図書館（全館）休館日

13 14「成人の日」 15「青少年育成の日」 16 17 18 19
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