
町主催のイベント・会議等について（4⽉13⽇〜5⽉10⽇まで）

4/15（⽔） 法律相談・よろず相談 中⽌
4/22（⽔） 司法書⼠無料相談 中⽌
4/20（⽉） 交通パトロール 中⽌
4/21（⽕） 交通パトロール 中⽌
4/26（⽇） 消防団⼊退団式 中⽌
4/28（⽕） 豊⼭町交通安全協会役員会 中⽌
4/28（⽕） 豊⼭町防犯協会役員会 中⽌
4/30（⽊） 交通パトロール 中⽌
5/8（⾦） 交通パトロール 中⽌
4/19（⽔） 春の清掃（⽣活排⽔路の清掃） 中⽌
4/22（⽔） 狂⽝病予防集合注射 中⽌
4/23（⽊） 狂⽝病予防集合注射 中⽌
4/24（⾦） 狂⽝病予防集合注射 中⽌
5/13（⽔） 狂⽝病予防集合注射 中⽌
4/21（⽕） ⺠⽣委員協議会定例会 中⽌
4/23（⽊） ⻄春⽇井更⽣保護⼥性会総会 中⽌
４⽉下旬 遺族会役員会 中⽌
5/８（⾦） 戦没者追悼式 中⽌
4/23（⽊） 保育参観(幼児ｸﾗｽ対象) 中⽌
4/23（⽊） 保育園⽗⺟の会総会 中⽌
4/28（⽕） 保育園眼科検診（各クラスごとに実施） 延期
4/15（⽔） 元気はつらつサロン 中⽌
4/17（⾦） ⾚⼗字奉仕団委員会 中⽌
4/17（⾦） さんさん会 中⽌
4/21（⽕） ⼼配事相談 中⽌
4/22（⽔） 元気はつらつサロン 中⽌
4/23（⽊） ボランティアリーダー会 中⽌
4/24（⾦） さんさん会 中⽌
4/27（⽉） オレンジカフェ 中⽌
5/1（⾦） さんさん会 中⽌
5/8（⾦） さんさん会 中⽌
4/15（⽔） もぐもぐ(乳幼児イベント） 中⽌
4/18（⼟） ⼤⽟ドッジ 中⽌
4/22（⽔） にこにこ(乳幼児イベント） 中⽌
4/23（⽊） 親⼦読書会 中⽌
4/25（⼟） ⼯作あそび 中⽌
4/27（⽉） ぐんぐん(乳幼児イベント） 中⽌
5/8（⾦） にこにこ(乳幼児イベント） 中⽌
5/9（⼟） ボードゲームであそぼう 中⽌
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4/17（⾦） きらきら(乳幼児イベント） 中⽌
4/18（⼟） 新聞紙であそぼう 中⽌
4/25（⼟） ⼯作あそび 中⽌
5/7（⽊） おひさまおはなし会 中⽌
5/9（⼟） ⼯作あそび 中⽌
4/13（⽉） べびーたっち 中⽌
4/16（⽊） ぽかぽか(乳幼児イベント） 中⽌
4/24（⾦） HappyDay 中⽌
4/28（⽕） おとのじかん（乳児イベント） 中⽌
4/30（⽊） 誕⽣⽇会 中⽌
5/2（⼟） おはなし会 中⽌
5/7（⽊） 児童館であそぼう 中⽌
4/13(⽉) 妊婦相談 中⽌
4/13(⽉) エアロバイク教室 中⽌
4/14(⽕) こども健康相談 中⽌
4/14(⽕) ⼀緒にあそぼ 中⽌
4/14(⽕) 3か⽉児健診（3⽉分） 延期
4/15(⽔) ひよこの会 中⽌
4/15(⽔) あかちゃん相談 中⽌
4/16(⽊) 発達相談 中⽌
4/16(⽊) 1歳６か⽉児健診 延期
4/17(⾦) こころの健康相談 中⽌
4/20(⽉) 妊婦相談 中⽌
4/20(⽉) エアロバイク教室 中⽌
4/20(⽉) 個別健診結果説明会 中⽌
4/21(⽕) １０か⽉児健診 延期
4/22(⽔) ひよこの会 中⽌
4/22(⽔) 成⼈健康相談 中⽌
4/23(⽊) あかちゃん広場 中⽌
4/23(⽊) 3歳児健診（3⽉分） 延期
4/27(⽉) 妊婦相談 中⽌
4/28(⽕) 3か⽉児健診 延期
4/30(⽊) こども健康相談 中⽌
4/30(⽊) 発達相談 中⽌
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4/14（⽕） サロンひまわり 中⽌
4/15（⽔） 元気はつらつサロン 中⽌
4/16（⽊） 健康⻑寿⼤学 延期
4/17（⾦） まちかど健康⻑寿教室 中⽌
4/17（⾦） 短期集中予防サービス 中⽌
4/21（⽕） ボールクラブ 中⽌
4/21（⽕） 健康⻑寿⼤学 延期
4/21（⽕） サロンひまわり 中⽌
4/22（⽔） 元気はつらつサロン 中⽌
4/23（⽊） 健康⻑寿⼤学 延期
4/24（⾦） 男性の料理教室 中⽌
4/24（⾦） 短期集中予防サービス 中⽌
4/29（⽔） 元気はつらつサロン 中⽌
4/30（⽊） 健康⻑寿⼤学 延期
4/30（⽊） ⽊曜会 中⽌
5/1（⾦） 短期集中予防サービス 中⽌
5/7（⽊） ⾳楽クラブ 中⽌
5/7（⽊） 健康⻑寿⼤学 延期
5/8（⾦） 短期集中予防サービス 中⽌

4/15（⽔） 消費⽣活相談 中⽌ 産業都市政策課
（0568-28-0944）

4/20（⽉） 中学校PTA総会 中⽌
4/23（⽊） ⼩学校 授業参観・PTA総会 中⽌
4/13（⽉） 放課後⼦ども教室 中⽌
4/15（⽔） 家庭教育相談 中⽌
4/16（⽊） 放課後⼦ども教室＋新１年⽣保護者説明会 中⽌
4/18（⼟） おはなし会 中⽌
4/18（⼟） ⻑距離⾛教室 中⽌
4/23（⽊） 親⼦読書会 中⽌
4/24（⾦） ふれあいひろば指導者会議 中⽌
4/25（⼟） ⻑距離⾛教室 中⽌
5/1（⽊） 少年補導パトロール 中⽌
5/1（⽊） 郷⼟資料室企画展開催（〜5/31） 延期
5/2（⼟） ⻑距離⾛教室 中⽌
5/8（⾦） ⼦ども運動体験教室 中⽌
5/9（⼟） ⻑距離⾛教室 中⽌
5/9（⼟） ふれあいひろば 中⽌
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