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大山町行事カレンダー4 2009．April

広報だいせん

＊子どもの健診・予防接種・各種がん検診の日程は裏面をごらんください。

人権相談１３：３０～１６：００
役場中山支所

人権相談
９：００～１２：００
人権交流センター

犬・ねこのひきとり
１０：００～中山支所総合窓
口課、１０：３０～、役場本
庁住民生活課、１１：００～
大山支所総合窓口課

３Ｂ体操
9：３０～１1：００
保健福祉センターなわ

育児学級１０：００～１１：３０
保健福祉センターなわ

大山口農具市
１０：００～
ＪＲ大山口駅周辺

３Ｂ体操
９：３０～１１：００
中山農村環境改善センター

人権相談、行政相談
１３：００～１６：００
保健福祉センターだいせん

重要文化財門脇家住宅
一般公開
４月３０日～５月６日

大山町長選挙および
大山町議会議員一般
選挙投票日

健康相談
( 受付 ) １３：３０～１４：００
保健福祉センターなわ

３Ｂ体操
１３：３０～１５：００
保健福祉センターだいせん

昭和の日

第 23回名和公顕彰
弓道大会
１０：１０～

名和神社弓道場

大山春の一斉清掃
９：００～
大山博労座第４駐車場集合

各小・中学校始業式

5 月

太平記ウォーク
8：5０ＪＲ御来屋駅集合

各小・中学校入学式

すくすく広場
１０：００～１１：３０
ふれあい会館

行政相談
９：３０～１２：００
保健福祉センターなわ

行政相談９：３０～１２：００
福祉センターなかやま

ちいさなおはなし会
１１：００～１１：３０
大山公民館

おはなし図書館
１４：００～１４：３０
町立図書館本館

心配ごと相談
９：３０～１１：３０
各福祉センター

法律相談
９：３０～１１：３０
保健福祉センターだいせん

春の全国交通安全運動
4 月６日～ 4月１５日

主な連絡先

■大山町役場（本庁）

　℡ 0859‐54‐3111（代表）

      総務課       ℡ 0859‐54‐5201

　　税務課       ℡ 0859‐54‐5208

　　住民生活課 ℡ 0859‐54‐5210

　　会計課       ℡ 0859‐54‐5209

　　企画情報課 ℡ 0859‐54‐5202

　　議会事務局 ℡ 0859‐54‐5213

　中山支所

　℡ 0858‐58‐6111（代表）

　　総合窓口課 

　　 戸籍・住民関係 ℡ 0858‐58‐6114

　　 福祉関係          ℡ 0858‐58‐6112

　　農林水産課 ℡ 0858‐58‐6116

　　農業委員会 ℡ 0858‐58‐6115

　　地籍調査課 ℡ 0858‐58‐6113

　大山支所

　℡ 0859‐53‐3311（代表）

      総合窓口課 ℡ 0859‐53‐3311

　　建設課       ℡ 0859‐53‐3186

　　観光商工課 ℡ 0859‐53‐3110

　　大山振興課 ℡ 0859‐53‐3313

　  （財）大山恵みの里公社 ℡ 0859‐39‐5016

　名和分庁舎

　　水道課 ℡ 0859‐54‐5204

■人権交流センター

　人権推進課 ℡ 0859‐54‐2286

■保健福祉センターなわ

　福祉保健課 　℡ 0859‐54‐5207

　地域包括支援センター　℡ 0859‐54‐2226

　診療所事務局 ℡ 0859‐54‐5106

■福祉センターなかやま

　℡ 0858‐49‐3012

■保健福祉センターだいせん

　℡ 0859‐39‐5018

■中山農村環境改善センター

　℡ 0858‐58‐6124

■教育委員会（名和公民館内）

　学校教育課 ℡ 0859‐54‐5211

　幼児教育課 ℡ 0859‐54‐5219

　社会教育課 ℡ 0859‐54‐5212

■教育研究所（旧庄内小学校内）

　℡ 0859‐54‐5221

■中山公民館

　℡ 0858‐58‐2334

■名和公民館

　℡ 0859‐54‐2688

■大山公民館

　所子分館

   ℡ 0859‐53‐3003

　大山分館

　℡ 0859‐53‐8139

　高麗分館

　℡ 0859‐53‐4167

■町立図書館

　℡ 0858‐49‐3010

　名和分館

　℡ 0859‐54‐2688

　大山分館

　℡ 0859‐53‐3003

■小･中学校

　中山小学校

　℡ 0858‐58‐2439

　名和小学校

　℡ 0859‐54‐2070

　大山西小学校

   ℡ 0859‐53‐3228

　大山小学校

   ℡ 0859‐53‐3104

   大山小学校 赤松分校

   ℡ 0859‐53‐8707

　中山中学校

   ℡ 0858‐58‐2014　

　名和中学校

   ℡ 0859‐54‐2024　

　大山中学校 

　℡ 0859‐53‐3020

各保育所入所の日

心配ごと相談
9：30 ～ 11：30 各福祉センター

紙であそぼう～ペープ
サートと折り紙～
１４：００～１５：００
町立図書館本館

春風のおはなし会
１０：００～１０：３０
名和公民館

愛育委員会講演会
「伝えたい いのちのメッ
セージ」
１３：３０～
保健福祉センターだいせん

３Ｂ体操 9：３０～１1：００
保健福祉センターなわ

３Ｂ体操
９：３０～１１：００
中山農村環境改善センター

３Ｂ体操
１３：３０～１５：００
保健福祉センターだいせん

すくすく広場
１０：００～１１：３０
ふれあい会館

栄養相談
１３：４５～１５：００
保健福祉センターなわ

スポーツチャンバラ
体験講習会
１４：００～
大山中学校体育館

農業委員相談日
１３：３０～１６：００
中山支所

農業委員相談日
１３：３０～１６：００
名和公民館

農業委員相談日
13：30 ～ 16：00 大山支所

第９回町民ゴルフ大会
９：００～
神田ゴルフクラブ


