
役 役場　ぽ ぽろろ　ス スポーツセンター　プ 町民プール　改 改善センター　あ あいくる

ビ ビューロー　ふ 夕張太ふれあい館　球 町営球場　み みどり野幼稚園　小 南幌小学校

中 南幌中学校　高 南幌高等学校　養 南幌養護学校　支 子育て支援センター

各行事・講座等の詳細情報は、

町ＨＰでお知らせしています。なんぽろ情報カレンダー
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文化の日 元日

/ 31/ 30

子育て支援センター
（南幌いちい保育園）

☎ 378～734

【予約不要】

月曜日～金曜日
① 8 :30～11:30
②15:30～17:30

※カレンダー記載の
　活動については、

10:00～11:30です

ぽろろ図書室夜間開館

ぽろろ図書室夜間開館

ぽろろ図書室夜間開館

ぽろろ図書室夜間開館

ぽろろ図書室夜間開館

ぽろろ図書室夜間開館

ぽろろ図書室夜間開館

ふわふわランド□支
スライム遊び

ふわふわランド□支
小麦粘土を作って遊ぼう

ふわふわランド□支
雪遊び

ふわふわランド□支
支援室で好きな遊び

赤ちゃんサロン□支
運動遊び

赤ちゃんサロン□支
雪に触れよう

ふわふわランド□支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド□支
雪遊び

ふわふわランド□支
雪遊び

ママのリフレッシュタイム□支
冬の壁面飾り作り

ママのリフレッシュタイム□支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド□支
親子で作ろう！紙コップロケット

ヨガ運動 □ス
14:00～14:45■問スポセン

快足シャキッと倶楽部□あ
10:30～11:30■問保健福祉課

ブックスタート□あ
9:00～10:30 ■問教育委員会

ソフトエアロ＆ストレッチ□ス
10:00～11:10■問スポセン

快足シャキッと倶楽部□夕
10:30～11:30■問保健福祉課

快足シャキッと倶楽部□夕
10:30～11:30■問保健福祉課

快足シャキッと倶楽部□あ
10:30～11:30■問保健福祉課

快足シャキッと倶楽部□あ
10:30～11:30■問保健福祉課

定例教育委員会□ぽ
15:00～ ■問教育委員会

快足シャキッと倶楽部□あ
10:30～11:30■問保健福祉課

成人式□改
13:30～■問教育委員会

エアロ&ストレッチ□ス
19:20～20:30 ■問スポセン

エアロ&ストレッチ□ス
19:20～20:30■問スポセン

冬のウォーキング教室□ス
10:30～11:30■問スポセン

冬のウォーキング教室□ス
10:30～11:30 ■問スポセン

冬のウォーキング教室□ス
10:30～11:30■問スポセン

冬のウォーキング教室□ス
10:30～11:30■問スポセン

あそびの達人教室□小
14:40～16:30■問教育委員会

無料法律相談会□あ
13:00～16:00■問社協

高齢者いきいき健康マージャン□あ
13:00～15:00■問社協

ひだまりサロン□あ
13:00～15:00■問社協

ココ・トレ □ス
19:00～20:00■問スポセン

ココ・トレ □ス
19:00～20:00 ■問スポセン

ジュニアアスリートクラブ（高学年）□ス
16:00～17:00■問スポセン

行政相談□あ
9:00～12:00■問企画情報

ジュニアアスリートクラブ（低学年）□ス
15:00～16:00■問スポセン

◆健診・検診・予防接種 等

◆弁護士による無料法律相談会　※要予約

日　時：28日（金）13時～16時（１回30分程度）

場　所：あいくる

問合せ：南幌町社会福祉協議会

その他：長沼町…７日、由仁町…14日、栗山町…21日

◆ひだまりサロン

13日（木） 13時～15時　健康体操・ミニ脳トレ

参 加 料：100円

問 合 せ：南幌町社会福祉協議会

内　容 日　程 場　所

４・７・10ヵ月児健診
４・５歳児健康相談
※対象者には個別通知

25日（火）
９時～11時30分

あいくる

各種予防接種
※前週木曜日までに要予約
※定期予防接種やおたふく
　は無料、その他は有料

毎週月、木曜日
13時30分～16時

町立南幌病院

◆お問い合わせ先

◆納期限…1月31日（月）

・国民健康保険税８期、後期高齢者医療保険料７期

　　　　　…住民課国保医療グループ  

・介護保険料７期…保健福祉課高齢者包括グループ（あいくる内）

【令和３年度税の標語コンクール受賞作品】

「すこやかな　くらしを守る　消費税」　服部結寧さん(南小５年)

「税金は　よりよい町を　作るため」　　上野桜絢さん(南小５年)

総務課　総務グループ ☎３７８～２１２１(代表)

総務課　財務グループ ☎３９８～７０１２

まちづくり課　企画情報グループ ☎３９８～７０１９

まちづくり課　地域振興グループ ☎３９８～７０２１

住民課　戸籍年金グループ ☎３９８～７０２２

住民課　国保医療グループ ☎３９８～７０３７

住民課　環境交通グループ ☎３９８～７０４７

税務課　課税グループ ☎３９８～７０７１

税務課　収納対策グループ ☎３９８～７１２０

産業振興課　農政グループ ☎３９８～７１５１

産業振興課　商工観光グループ ☎３９８～７２０１

都市整備課　土木グループ ☎３９８～７２１４

都市整備課　都市施設グループ ☎３９８～７２２６

出納室 ☎３９８～７２２８

議会事務局 ☎３９８～７２５０

農業委員会 ☎３９８～７２５８

教育委員会（ぽろろ内） ☎３７８～６６２０

スポーツセンター ☎３７８～３１９０

改善センター ☎３７８～２００１

保健福祉課（あいくる内） ☎３７８～５８８８

夕張太ふれあい館 ☎３７８～１８５５

ビューロー ☎３７８～７０１０

町立南幌病院 ☎３７８～２１１１

南幌町社会福祉協議会（あいくる内） ☎３７８～２０８８

南空知消防組合南幌支署 ☎３７８～２６１９

長幌上水道企業団 ☎０１２３～８２～５７００

役
　
場

ふわふわランド□支
雪遊び

節分□支
オニのお面作りや鬼退治ゲーム

節分□□支
オニのお面作りや鬼退治ゲーム

節分□□支
オニのお面作りや鬼退治ゲーム

ふわふわランド□支
ボール・風船遊び

冬休み子どもシアター□ぽ
10:30～11:30■問教育委員会

高齢者いきいき健康マージャン□あ
13:00～15:00■問社協

すくすく広場□ぽ
10:30～11:30■問教育委員会

冬休み子どもシアター□ぽ
10:30～11:30■問教育委員会

第47回新春書初め大会□改
9：30～12:00■問教育委員会

チューブストレッチ□ス
14:00～14:45 ■問スポセン

冬のウォーキング教室□ス
10:30～11:30■問スポセン

快足シャキッと倶楽部□あ
10:30～11:30■問保健福祉課

ココ・トレ □ス
19:00～20:00■問スポセン

ソフトエアロ＆ストレッチ□ス
10:00～11:10■問スポセン

ジュニアアスリートクラブ（低学年）□ス
15:00～16:00■問スポセン

高齢者いきいき健康マージャン□あ
13:00～15:00■問社協

快足シャキッと倶楽部□夕
10:30～11:30■問保健福祉課

冬のウォーキング教室□ス
10:30～11:30■問スポセン

ジュニアアスリートクラブ（高学年）□ス
16:00～17:00■問スポセン

快足シャキッと倶楽部□あ
10:30～11:30■問保健福祉課

エアロ&ストレッチ□ス
19:20～20:30■問スポセン

チューブストレッチ□ス
14:00～14:45 ■問スポセン

こころの健康相談□あ
10:00～11:00■問保健福祉課

まちづくりサロン□あ
10:00～11:30■問企画情報
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