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むらのカレンダー 202１	年	 2	月 如
き　さ　ら　ぎ

月
February

２月の休日当番病院　　　　　　
２月７日（日）脳神経外科よいち港南クリニック…………21－5566　　　　　　
２月11日（木）わたなべ内科医院……………………………22－3989　　　　　　
２月14日（日）北郷耳鼻咽喉科医院…………………………23－5533
２月21日（日）勝田内科皮フ科クリニック…………………22－3843
２月23日（火）中島内科………………………………………22－3866
２月28日（日）勤医協余市診療所……………………………22－2861
※当番医の診療時間は９時～17時までです。

31
１

赤口
赤井川村公共交通バス運行日

先勝

　

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

友引

可燃ごみ収集（都～常盤）

先負
村内小学校１日入学

プラ類収集（赤井川）
資源物収集（都～常盤）

仏滅
運動教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（赤井川）

大安
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

赤口

不燃ごみ収集（全村）

先勝
赤井川村公共交通バス運行日

友引

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

先負

可燃ごみ収集（都～常盤）

仏滅

資源物収集（赤井川）
プラ類収集（都～常盤）

大安
建国記念日
赤井川村公共交通バス運行日

可燃ごみ収集（赤井川）

先勝
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

友引
整形外科診療日
10:00／赤井川診療所

不燃ごみ収集（全村）

先負
赤井川村公共交通バス運行日

                                 仏滅

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

大安
昔の若人おしゃべりサロン
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

赤口

プラ類収集（赤井川）
資源物収集（都～常盤）

先勝
ひよこの会
　10：30／健康支援センター
運動教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（赤井川）

友引
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

先負

不燃ごみ収集（全村）
仏滅

赤井川村公共交通バス運行日
大安

　
赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

赤口
天皇誕生日
赤井川村公共交通バス運行日

可燃ごみ収集（都～常盤）

先勝

資源物収集（赤井川）
プラ類収集（都～常盤）

友引
無料温泉バス運行日
悠楽学園大学
10:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（赤井川）

先負
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

農業委員会総会
13:30／赤井川村役場

可燃ごみ収集（都～常盤）

仏滅
チャレンジスキー教室Ⅱ
／キロロスキー場

不燃ごみ収集（全村）
大安

赤井川村公共交通バス運行日
チャレンジスキー教室Ⅱ
／キロロスキー場 　
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むらのカレンダー 202１	年	 3	月 弥
や　よ　い

生
March

３月の休日当番病院　　　　　　
３月７日（日）田中内科医院…………………………22－6125
３月14日（日）小嶋内科………………………………22－2245
３月20日（土）林病院…………………………………22－5188
３月21日（日）よいち北川眼科医院…………………22－1308
３月28日（日）池田内科クリニック…………………23－8811
※当番医の診療時間は９時～17時までです。

28
２

大安
赤井川村公共交通バス運行日
チャレンジスキー教室Ⅱ
／キロロスキー場

赤口

　

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

先勝

可燃ごみ収集（都～常盤）

友引

プラ類収集（赤井川）
資源物収集（都～常盤）

先負

可燃ごみ収集（赤井川）

仏滅
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

大安

不燃ごみ収集（全村）

赤口
赤井川村公共交通バス運行日

先勝
赤井川村議会第１回定例会
　／～11日

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

友引

可燃ごみ収集（都～常盤）

先負
乳児相談
13:00／健康支援センター

資源物収集（赤井川）
プラ類収集（都～常盤）

仏滅
無料温泉バス運行日
昔の若人おしゃべりサロン
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（赤井川）

大安
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

友引

不燃ごみ収集（全村）

先負
赤井川村公共交通バス運行日

                                 仏滅
中学校卒業式

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

大安

可燃ごみ収集（都～常盤）

赤口

プラ類収集（赤井川）
資源物収集（都～常盤）

先勝
ひよこの会
　10：30／健康支援センター

可燃ごみ収集（赤井川）

友引
村内小学校卒業式
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

先負
春分の日
赤井川村公共交通バス運行日

不燃ごみ収集（全村）
仏滅

赤井川村公共交通バス運行日
大安

　
赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

赤口

可燃ごみ収集（都～常盤）

先勝
１．６歳・３歳児健診
13:00／健康支援センター

村内小中学校修了式

資源物収集（赤井川）
プラ類収集（都～常盤）

友引
無料温泉バス運行日
悠楽学園大学
10:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（赤井川）

先負
元気はつらつ教室
13:30／健康支援センター

可燃ごみ収集（都～常盤）

仏滅
春のカルデラ散策
／カルデラ外輪山周辺

不燃ごみ収集（全村）
大安

赤井川村公共交通バス運行日
赤口

赤井川へき地保育所修了式

　

赤井川カルデラ温泉定休日
可燃ごみ収集（赤井川）

先勝
農業委員会総会
13:30／赤井川村役場

可燃ごみ収集（都～常盤）

友引

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　


