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※第1週左欄参照
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※第1週左欄参照

※第1週左欄参照
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※第1週左欄参照

可燃ごみ

　あひるクラブ⑩
　中央公民館　１０：００～
ＢＣＧ
生後5か月～1歳のお誕生日の前日まで
保健センター
受付:13:15～13:30

　  成人の日
　バウンドテニス教室⑤
　社会体育館　９：3０～
　

バウンドテニス教室⑥
　社会体育館　９：3０～
・むし歯予防教室（要予約）
保健センター　
受付:９：４５～１０：００

第21回冬季スポーツ祭
小学校校庭　８：00～

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

中学校 3年生総合テスト
・育児相談（要予約）
　保健センター
　受付:９：３０～１１：００

　ジュニア教室
　こめっこクッキング
中央公民館　9：30～

・離乳食教室（8・9か月コース）
　R3年4・5月生
　保健センター
　受付:9:45～10:00

はらむら塾⑨
八ヶ岳美術館　13：30～

小学校 3学期始業式
中学校 3学期始業式
水痘
生後12か月～3歳のお誕生日の前日まで
保健センター
受付:13:15～13:30

小学校 5年生冬の交流
・無料法律相談（要予約）
中央公民館　13：00～17：00

　弓矢づくり　阿久遺跡
　文化財整理室　9：3０～
　ファミリースポーツデー
　社会体育館 １２：００～１７：００

乳児健診
R3年3・6・9月生
保健センター
受付:ご案内した時間

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

子育てサロン

資源物

休 図書館休 図書館

休 図書館

　3歳児健診
Ｈ30年12月生
保健センター
受付:ご案内した時間

資源物

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ
可燃ごみ可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

筋力アップ教室
社会体育館　１９：３０～

乳児股関節脱臼検診
R3年8・9・10月生
保健センター
受付:ご案内した時間
味噌作り教室
　中央公民館　13：30～
おはなし会
図書館２階　１6：0０～

子育てサロン

可燃ごみ可燃ごみ

不燃ごみ

　あひるクラブ⑪
　中央公民館　１０：００～
・２か月児相談
保健センター
受付:13:00～13:15
・母乳学級（要予約）
保健センター　13:50～

・母親学級前期コース①（要予約）
保健センター
受付:13:00～13:15

休 八ヶ岳自然文化園
休 八ヶ岳自然文化園休 八ヶ岳自然文化園

休 八ヶ岳自然文化園

休 もみの湯

休 社会体育館
休 社会体育館休 社会体育館

子育てサロン

可燃ごみ

休 八ヶ岳自然文化園

子育てサロン

可燃ごみ

休 八ヶ岳自然文化園

休 図書館 休 図書館

休 図書館

休 社会体育館

休 八ヶ岳自然文化園

「日本で最も美しい村連合」加盟を契機に「村のさらなる良さ」を発見し、

名実ともに 美しい村”となるよう一緒に活動していきましょう。

”

　令和4年成人式
中央公民館　11：00～
受付:10：30～10：50

休 図書館

休 社会体育館

休 社会体育館

休 八ヶ岳美術館 休 八ヶ岳美術館

小学校 5年生冬の交流

緊急メール登録 原村公式LINE登録災害時の防災情報は、村内有線放送、村ホームページ、村緊急メール、
エルシーブイTV・ラジオ（FM769・76.9MHz）などでお知らせします。
※有線放送は、電話で聞くことができます。　☎0800-800-6299（通話料無料）
問　総務課 情報防災係 ☎75-5710（直通）

　       1
水道メーターボックス周辺の
雪かきをお願いします

　積雪がありましたら、ボックス内
の水道メーターが確認できるよう、
周辺の雪かきをお願いいたします。
積雪・凍結等により検針が困難で
あったときは、認定水量により料金
を算定する場合があります。

問　建設水道課 上下水道係
　　電話 79-7943（直通）

水道メーターボックス

各施設の年末年始休み
○原村役場　
　12月29日（水）～１月3日（月）
○中央公民館
　12月29日（水）～１月3日（月）
○地域福祉センター
　12月29日（水）～１月3日（月）
○保健センター
　12月29日（水）～１月3日（月）
○図書館
　12月29日（水）～１月4日（火）
○社会体育館
　12月28日（火）～１月4日（火）問　中央公民館　電話７９－７９４０（直通）

◆開催日：１月３日（月）
◆場　所：中央公民館
◆受　付：午前10時30分～
◆式　典：午前11時00分～
◆対　象：平成13年４月２日～
　　　　   平成14年４月１日生まれの方

令和４年 成人式開催

新成人の皆さんは、ご出席ください。

　
1月23日の行事等予定

1月30日の行事等予定
テニス教室①（開講式）
社会体育館　１９：００～

　
1月24日の行事等予定

1月31日の行事等予定

　バウンドテニス教室⑦
　社会体育館　９：3０～

　バウンドテニス教室⑧
　社会体育館　９：3０～

日 月 火 水 木 金 土

1月

霜月絵手紙の会

休 図書館

可燃ごみ

可燃ごみ

休 図書館 　　 元日
　第42回原村元旦マラソン
中央公民館前　９：50～

燃やさないごみ（不燃ごみ）　毎週水曜日　６：００～８：００

資源物 

・第２木曜日 収集時間は地区により異なります。

・第４土曜日　７：３０～１０：３０　役場駐車場

・子育てサロン　毎週火・木・金曜日

　１０：００～１２：００　図書館２階

　※今月4日、11日、28日はお休みします。

　　塚田裕　現代絵画展　12月11日～ 3月21日

今月のごみの収集

今月の納税等
●納期限　１月３１日（月）

・村県民税（普通徴収４期）　　　　 ・国民健康保険税（普通徴収１０期）

・後期高齢者医療保険料（普通徴収１０期）

・水道料金、下水道使用料１１・１２月分　・介護保険料（普通徴収１０期）

小学校校庭でスケート

休 図書館

休 社会体育館

収集曜日

毎週 月・木

毎週 火・金

毎週 水・土

払沢・柏木・菖蒲沢・室内

大久保・柳沢・八ッ手・原山・

農場・ペンション・中央高原

やつがね・判之木・南原・

中新田・上里

燃
や
す
ご
み（
可
燃
ご
み
）

地区名（時間６：００～８：００）

休 八ヶ岳自然文化園

休 八ヶ岳美術館


