
保健関係等行　事　等

無料法律相談（１３：００～１６：００ 碓総 ）１日 （金）

２日 （土）
小島地区芸能文化祭（９：００～１５：００ 小島小）
司法書士休日無料相談（１０：００～１６：００ 碓総 ）３日 （日）

整形外科診療（８：３０～１１：００ 碓病 ）
温泉健康相談（１２：３０～１３：３０ 碓温泉 ）４日 （月）
育児教室［すくすく教室］（１０：００～１１：３０ 碓健 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ ふれあい）５日 （火）
眼科診療（８：３０～１５：００ 碓病 ）
健康相談・栄養相談（１０：００～１２：００ 碓健 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 碓集 ）

６日 （水）

ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ いさりび）どうわの日［さくらんぼ］（１０：３０～１１：００ 碓総 ）７日 （木）

耳鼻咽喉科診療（８：３０～１５：００ 碓病 ）町道民税申告受付（茂草＝９：３０～１５：００ 茂草碓会館 ）８日 （金）

大島地区春の芸能祭（９：００～ いさりび）９日 （土）

10日 （日）

11日 （月）

乳がん子宮がん検診予約受付開始
（８：４５～ 詳細は折り込みチラシをご覧ください）町道民税申告受付（静浦＝９：３０～１５：００ 静浦碓会館 ）12日 （火）
妊婦健診（１４：００～１５：００ 碓病 ）
健康相談（１０：００～１２：００ 碓健 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 茂草碓会館 ）町道民税申告受付（赤神＝９：３０～１５：００ 碓集 ）

13日 （水）

胃がん肺がん検診（７：００～８：３０ いさりび）
股関節脱臼検査（１３：１５～１３：３０ 碓病 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 碓福 ）町道民税申告受付（江良１区＝９：３０～１５：００ いさりび）

14日 （木）

外科診療（８：３０～１１：００ 碓病 ）
内科（循環器）診療（８：３０～１１：００ 碓病 ）
胃がん肺がん検診（７：００～８：３０ 碓集 ）　
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 朝日碓寿 ）

町道民税申告受付（江良２区＝９：３０～１５：００ いさりび）
認知症支えあい広場
（１３：３０～１５：００ 松前郵便局コミュニティルーム）

15日 （金）

胃がん肺がん検診（６：３０～１０：００ 碓健 ）　

第１回松前ウィンターフェスティバル
（９：００～ 神明グラウンド）

どうわの日［さくら］（１３：００～１４：００ 碓図 ）
16日 （土）

松前町民なわとび大会（９：００～ 碓町体 ）17日 （日）
整形外科診療（８：３０～１１：００ 碓病 ）
内視鏡（胃・大腸）検査（９：３０～１５：００ 碓病 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ ふれあい）町道民税申告受付（清部＝９：３０～１５：００ 清部碓改 ）

18日 （月）

町道民税申告受付（原口＝９：３０～１５：００ 碓里 ）19日 （火）

５日・１２日・１９日・２６日温泉休養センター休館日

碓総 ：町民総合センター
碓町体 ：町民体育館
碓図 ：町立図書館
碓健 ：健康センター
碓病 ：町立松前病院
碓温泉 ：温泉休養センター

碓里 ：交流の里づくり館
いさりび：パートナーシップランド「いさりび」
碓集 ：小島地区基幹集落センター
碓体験 ：館浜体験交流センター「ねぼた」
碓コミ ：建石コミュニティセンター
碓漁民 ：漁民センター

ふれあい：ふれあい交流センター
碓福 ：月島福祉の家
碓改 ：生活改善センター
碓憩 ：老人憩の家
碓寿 ：寿の家
碓会館 ：町内会館
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建国記念の日

22月 まちのカレンダ月  まちのカ レンダーー



保健関係等行　事　等

眼科診療（８：３０～１５：００ 碓病 ）
健康相談（１０：００～１２：００ 碓健 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 大沢碓憩 ）

町道民税申告受付（館浜＝９：３０～１５：００ 碓体験 ）
運転免許更新時講習会（違反１０：００～・
　優良１３：００～・一般１４：００～・初回１５：４５～ 碓総 ）

20日 （水）

育児教室［すくすく教室］（１０：００～１１：３０ 碓健 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 碓集 ）

町道民税申告受付（札前＝９：３０～１５：００ 札前碓改 ）
どうわの日［さくらんぼ］（１０：３０～１１：００ 碓総 ）21日 （木）

耳鼻咽喉科診療（１３：３０～１５：００ 碓病 ）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ いさりび）

町道民税申告受付（月島＝９：３０～１５：００ 碓福 、　　
上川＝９：３０～１５：００ 上川碓改 ）22日 （金）

耳鼻咽喉科診療（８：３０～１１：００ 碓病 ）23日 （土）

松前町民ソフトバレーボール大会（９：００～ 碓町体 ）24日 （日）

ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 荒谷碓寿 ）町道民税申告受付（白神＝９：３０～１５：００ 白神碓寿 ）25日 （月）

集合主税出張収納所開設（１３：００～１５：００ 碓漁民 ）26日 （火）
妊婦健診（１４：００～１５：００ 碓病 ）
健康相談（１０：００～１２：００ 碓健 ）
ガンバルーン体操教室（１４：００～１５：３０ 茂草碓会館 ）

町道民税申告受付（荒谷＝９：３０～１５：００ 荒谷碓寿 、 
朝日＝９：３０～１５：００ 朝日碓寿 ）

27日 （水）

ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ 白神碓寿 ）
ガンバルーン体操教室（１４：００～１５：３０ 碓福 ）28日 （木）

燃える粗大ごみ
燃えないごみ

燃えない粗大ごみ

 １日（金）

13日（水）白神～豊岡

20日（水）福山～建石

 ６日（水）27日（水）館浜～原口

資源ごみの収集日程
ビン・ペットボトル・

その他のプラスチック

カン・紙パック・ダンボール・

古紙・その他の紙

 ５日（火）・19日（火） ４日（月）・18日（月）
白神～月島

館浜～茂草

 ８日（金）・22日（金） ７日（木）・21日（木）豊岡～建石

15日（金）・26日（火）14日（木）・25日（月）清部・江良・原口
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献血（Ｐ１１参照）
ガンバルーン体操教室（１０：００～１１：３０ ふれあい）

町道民税申告受付
（大磯・愛宕・博多＝９：３０～１５：００ 大磯碓会館 ）
無料法律相談（１３：００～１６：００ 碓総 ）
松前高校卒業式

１日 （金）

２日 （土）

松前地区春の芸能祭（１０：００～ 白神碓寿 ）３日 （日）

温泉健康相談（１２：３０～１３：３０ 碓温泉 ）

町道民税申告受付（大沢＝９：３０～１５：００ 大沢碓憩 ）
町道民税申告受付

（松城・唐津・博多＝９：３０～１５：００ ふれあい）
４日 （月）

 ３ 


