
日日日日 曜曜曜曜 利　用　地　区利　用　地　区利　用　地　区利　用　地　区 日日日日 曜曜曜曜 利　用　地　区利　用　地　区利　用　地　区利　用　地　区 日日日日 曜曜曜曜 利　用　地　区利　用　地　区利　用　地　区利　用　地　区

1111 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 1111 木木木木 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区 1111 土土土土

2222 火火火火 　　万　沢　地　区　　万　沢　地　区　　万　沢　地　区　　万　沢　地　区 2222 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 2222 日日日日

3333 水水水水 福祉健康まつり準備福祉健康まつり準備福祉健康まつり準備福祉健康まつり準備 3333 土土土土 文　化　の　日文　化　の　日文　化　の　日文　化　の　日 3333 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン

4444 木木木木 福祉健康まつり福祉健康まつり福祉健康まつり福祉健康まつり 4444 日日日日 4444 火火火火 　　睦　合　地　区　　睦　合　地　区　　睦　合　地　区　　睦　合　地　区

5555 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 5555 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 5555 水水水水 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区

6666 土土土土 6666 火火火火 睦 合 地 区睦 合 地 区睦 合 地 区睦 合 地 区 6666 木木木木 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区

7777 日日日日 7777 水水水水 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区 7777 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）

8888 月月月月 体　育　の　日体　育　の　日体　育　の　日体　育　の　日 8888 木木木木 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区 8888 土土土土

9999 火火火火 睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区 9999 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 9999 日日日日

10101010 水水水水 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区 10101010 土土土土 10101010 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン

11111111 木木木木 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区 11111111 日日日日 11111111 火火火火 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区

12121212 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 12121212 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 12121212 水水水水 睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区

13131313 土土土土 13131313 火火火火 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区 13131313 木木木木 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区

14141414 日日日日 14141414 水水水水 睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区 14141414 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）

15151515 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 15151515 木木木木 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区 15151515 土土土土

16161616 火火火火 　　睦　合　地　区　　睦　合　地　区　　睦　合　地　区　　睦　合　地　区 16161616 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 16161616 日日日日

17171717 水水水水 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区 17171717 土土土土 17171717 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン

18181818 木木木木 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区 18181818 日日日日 18181818 火火火火 　　富　河　地　区　　富　河　地　区　　富　河　地　区　　富　河　地　区

19191919 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 19191919 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 19191919 水水水水 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区

20202020 土土土土 20202020 火火火火 　　富　河　地　区　　富　河　地　区　　富　河　地　区　　富　河　地　区 20202020 木木木木 睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区

21212121 日日日日 21212121 水水水水 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区 21212121 金金金金 (清掃）(清掃）(清掃）(清掃）

22222222 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 22222222 木木木木 睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区 22222222 土土土土

23232323 火火火火 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区 23232323 金金金金 勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日 23232323 日日日日 天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日

24242424 水水水水 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区 24242424 土土土土 24242424 月月月月 振 替 休 日振 替 休 日振 替 休 日振 替 休 日

25252525 木木木木 睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区睦　合　地　区 25252525 日日日日 25252525 火火火火 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区

26262626 金金金金 シニアクラブ運動会シニアクラブ運動会シニアクラブ運動会シニアクラブ運動会 26262626 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 26262626 水水水水 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区

27272727 土土土土 27272727 火火火火 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区 27272727 木木木木 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区

28282828 日日日日 28282828 水水水水 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区 28282828 金金金金 仕　事　納　め仕　事　納　め仕　事　納　め仕　事　納　め

29292929 月月月月 オ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ンオ　ー　プ　ン 29292929 木木木木 万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区万　沢　地　区 29292929 土土土土 年　末　休　業年　末　休　業年　末　休　業年　末　休　業

30303030 火火火火 　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区　 栄　　地　区 30303030 金金金金 （　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　）（　清　掃　） 30303030 日日日日 年　末　休　業年　末　休　業年　末　休　業年　末　休　業

31313131 水水水水 富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区富　河　地　区 31313131 月月月月 大　晦　日大　晦　日大　晦　日大　晦　日

アルファーセンターふれあいデイサービス等入浴予定表アルファーセンターふれあいデイサービス等入浴予定表アルファーセンターふれあいデイサービス等入浴予定表アルファーセンターふれあいデイサービス等入浴予定表

　　（※保育所および幼稚園へ入園する前の子供と保護者の交流の場です）　　（※保育所および幼稚園へ入園する前の子供と保護者の交流の場です）　　（※保育所および幼稚園へ入園する前の子供と保護者の交流の場です）　　（※保育所および幼稚園へ入園する前の子供と保護者の交流の場です）

　　　　　　　　　　　　南部町社会福祉協議会　６４－２０７５
≪平成３０年１０月から１２月までの予定表です。≫≪平成３０年１０月から１２月までの予定表です。≫≪平成３０年１０月から１２月までの予定表です。≫≪平成３０年１０月から１２月までの予定表です。≫
１．火・水・木曜日の入浴は６５歳以上の高齢者、身体障害者、ひとり親世帯で町内在住者。１．火・水・木曜日の入浴は６５歳以上の高齢者、身体障害者、ひとり親世帯で町内在住者。１．火・水・木曜日の入浴は６５歳以上の高齢者、身体障害者、ひとり親世帯で町内在住者。１．火・水・木曜日の入浴は６５歳以上の高齢者、身体障害者、ひとり親世帯で町内在住者。
　　（※バスで送迎を行います。詳細については「裏面」をご覧ください。）　　（※バスで送迎を行います。詳細については「裏面」をご覧ください。）　　（※バスで送迎を行います。詳細については「裏面」をご覧ください。）　　（※バスで送迎を行います。詳細については「裏面」をご覧ください。）
２．バスは地区により、午前９時および午前９時３０分から迎え、午後３時送りです。２．バスは地区により、午前９時および午前９時３０分から迎え、午後３時送りです。２．バスは地区により、午前９時および午前９時３０分から迎え、午後３時送りです。２．バスは地区により、午前９時および午前９時３０分から迎え、午後３時送りです。
　　（※睦合・富河・万沢地区は午前９時、栄地区は午前９時３０分です。）　　（※睦合・富河・万沢地区は午前９時、栄地区は午前９時３０分です。）　　（※睦合・富河・万沢地区は午前９時、栄地区は午前９時３０分です。）　　（※睦合・富河・万沢地区は午前９時、栄地区は午前９時３０分です。）
３．地区の利用順序は下記月別予定表の順です。３．地区の利用順序は下記月別予定表の順です。３．地区の利用順序は下記月別予定表の順です。３．地区の利用順序は下記月別予定表の順です。
４．『オープン』の日は、町内在住者であれば誰でも利用できます。４．『オープン』の日は、町内在住者であれば誰でも利用できます。４．『オープン』の日は、町内在住者であれば誰でも利用できます。４．『オープン』の日は、町内在住者であれば誰でも利用できます。
　　（※バスの送迎はありません。）　　（※バスの送迎はありません。）　　（※バスの送迎はありません。）　　（※バスの送迎はありません。）
５．『おもちゃ図書館』は、月曜から木曜日の午前１０時から午後３時まで開館します。５．『おもちゃ図書館』は、月曜から木曜日の午前１０時から午後３時まで開館します。５．『おもちゃ図書館』は、月曜から木曜日の午前１０時から午後３時まで開館します。５．『おもちゃ図書館』は、月曜から木曜日の午前１０時から午後３時まで開館します。

※アルファーセンター行き送迎バス乗車場所につきましては裏面をご覧ください。⇒裏面へ

６．各種事業により入浴予定を変更する場合がありますがご了承ください。６．各種事業により入浴予定を変更する場合がありますがご了承ください。６．各種事業により入浴予定を変更する場合がありますがご了承ください。６．各種事業により入浴予定を変更する場合がありますがご了承ください。
７．センター利用の方は、各自ゴミの持ち帰りにご協力下さい。７．センター利用の方は、各自ゴミの持ち帰りにご協力下さい。７．センター利用の方は、各自ゴミの持ち帰りにご協力下さい。７．センター利用の方は、各自ゴミの持ち帰りにご協力下さい。

10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月

※相談日について⇒　　　 ふれあい相談日 　 　　　　人権相談日 行政相談日ふ 人人人人ふ 行行行行

ふ・行

ふ・人・行

ふ・行

ふ・行

ふ・行

ふ・行


