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日 月 火 水 木 金 土 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

１ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

留寿都高校卒業式 

（高校 10:00～） 

２ 
当倶知安厚生病院 

    ごみの収集日→  資源ごみ①③・有害ごみ 

    診療所担当医師→ 担当医：糸矢  

３ 
当倶知安厚生病院 

４ 
平成２５年第１回 

留寿都村議会定例会 

第１日 

（留寿都村議会議

場１０：００～） 

５ 
留寿都高校入学試験面接 

◇地区連絡員文書配布 

 

６ 
◎うぃず・ゆー 
（支援ハウス１３：３０～） 

担当：教育委員会 

◇離乳食教室 

(公民館) 

（午前の部１０：００～１２：３０） 

（ 午 後 の 部 13：30～16：00） 

担当：保健医療課 

７ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

☆農業者担い手育成支援研修会 

（公民館研修室 13：30～） 

担当：産業課 

◇定時放送 

８ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

るすつ保育所１日入所 

（保育所 9：30～） 

  

◇ボランティアスクール

（公民館：13：０0～） 

担当：社会福祉協議会 

９ 

当倶知安厚生病院 

 

 生ごみ 燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ  資源ごみ①② 

 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢 担当医：糸矢  

１０ 
当倶知安厚生病院 

１１ 

●1５日の粗大ご

み申込締切日 

☆第３回若手女性農業講 座 

（地域資源交流セ

ンター10：00～） 

担当：産業課 

１２ 
◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

１３ 
平成 25 年第１回 

留寿都村議会定例会 

第２日 

（留寿都村議会議場 10：00～ ） 

１４ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

◇定時放送 

１５ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

留寿都中学校卒業証書授不式 

（中学校 10:00～） 

 

１６ 
当倶知安厚生病院 

留寿都小学校卒業 証書授不 式 

（小学校１０：００～） 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ 粗大ごみ 資源ごみ①③ 

 担当医：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉  

１７ 
当倶知安厚生病院 

 

 

１８ 

○寿会総会 

（公民館 10：30～） 

担当：社会福祉協議会 

１９ 
◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担 当 ： る す つ 保 育 所 

○留寿都村長選挙・留寿都村 議

会議員補欠選挙立候補者届出日 

(役場：第１会議室

8：30～17：00) 

担当：選挙管理委員会事務局 

２０（春分の日） 
当倶知安厚生病院 

２１ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇定時放送 

◇地区連絡員文書配布 

２２ 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

留寿都高校修了式 

２３ 
当倶知安厚生病院 

 

 生ごみ 燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ  資源ごみ①② 

 担当医：糸矢 担当医：糸矢  担当医：糸矢 担当医：糸矢  

２４ 
当倶知安厚生病院 

○留寿都村長選挙・留寿都村 

議会議員補欠選挙投 開票日 

・投票  ７：００～１８：００ 

・ 開 票  19： 30～ 

詳しくは裏面をご覧ください。 

２５ 
◎いきいき体力アップ教室 

（公民館  13：30～） 

担当：地域包括支援センター 

留寿都小学校・中学校修了式 

２６ 
るすつ保育所 

卒園式・修了式 

（保育所 10：00～） 

２７ 
３種混合・ポリオ・ 

４種混合予防接種  

（ 診療 所  受付 13:00～13:30） 

担当：保健医療課 

２８ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇定時放送 

２９ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

３０ 
当倶知安厚生病院 

当蘭越診療所 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①③ 

 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢 担当医：糸矢  

３１ 
当倶知安厚生病院 

当蘭越診療所     ⇒

⇒裏面もご覧ください。 

 

     

     

◎医療機関電話番号◎ 

留寿都診療所   0136-46-3774 

留寿都歯科診療所 0136-46-3203 

倶知安厚生病院  0136-22-1141 

蘭越診療所    0136-57-5424 

 

当 土日当番病院（受付１７時まで） 

◎ 収集日を守りましょう ◎ 

【資源ごみ①】 缶・ビン・ペットボトル・その他プラスチック    

【資源ごみ②】 新聞・チラシ類・雑誌・ダンボール 

ミックスペーパー 

【資源ごみ③】 紙製容器包装   

【有害ごみ】  電池・蛍光管類   

【粗大ごみ】  申込締め切りは、１１日（月）までです。 

 



 

 

  

 
 

会 場 名 

  区分 

 

講習月日 

優 良 一 般 違 反 初 回 

倶知安町文化

福祉センター 

 ５日（火） １５時１５分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１２日（火） １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分 

１９日（火） １１時００分 １５時１５分 １３時００分 ― 

 

◎ 講習は、更新手続きを倶知安警察署で済ませてからの受講となります。

なお、更新手続きと講習を同一日に希望する方が多く、窓口が混み合いま

すので、あらかじめ更新手続きをお願いします。 

◎ 受講時間は厳守です。開始時間に遅れた場合は受講できません。 

（講習は３０分前より受付いたします。） 

◎ 更新免許証の郵送は講習を受講してからの申請になります。希望者は講

習終了後に倶知安警察署内の交通安全協会の窓口で手続きをしてくださ

い。 

（問い合わせ先：企画課） 

 
 
３月２４日（日）に留寿都村長選挙・留寿都村議会議員補欠選挙が行わ

れます。 

 ≪選挙期日等≫ 

（１）投票日 平成２５年 ３月２４日（日曜日） 

 （２）投票時間 ７時から１８時まで 

 （３）投票場所 第１投票所 （留寿都村公民館） 

               第２投票所 （三ノ原五輪会館） 

（４）開  票 平成２５年 ３月２４日（日曜日） 

       １９時３０分開始（留寿都村公民館ホール） 

≪期日前投票≫ 

期日前投票の場所→留寿都村役場総務課（役場正面から入って、左奥です。） 

期日前投票ができる期間→３月２０日（水）から 3 月２３日（土）まで 

期日前投票ができる時間→８時３０分から２０時まで 

（お昼休み等もありませんので、この時間帯で

あるならば何時でも受け付けております。） 

詳しい内容につきましては、選挙管理委員会事務局まで連絡願います。 

（問い合わせ先：選挙管理委員会事務局（総務課）） 

 

  

留寿都村では、放課後の健全育成を必要としている小学校児童

に適切な生活の場、遊びの場を提供する事業として「留寿都村放

課後児童クラブ運営事業」を実施しています。 

 平成２５年度についても事業を実施しますので、加入を希望さ

れる方は、申請受付期間中に住民福祉課窓口に関係書類を提出い

ただきますようお願いします。 

 また、保護者を対象とした「事業説明会」を以下の日程で行い

ます。新たに加入を考えている保護者におかれましては参加いた

だきますようお願いします。 

【 事業説明会について 】 

 ●日時 平成２５年 ２月２５日（月） 

１８時から１時間程度 

 ●場所 留寿都村公民館 ２階 研修室 

【 募集定員及び加入申請について 】 

 ●募集定員  ４０名 

平成２１年度以降、定員を超える加入申請があったことを

考慮し、本事業の趣旨に基づき次のとおり加入児童の決定を

行います。 

   主な事業対象は低学年児童であるため、高学年児童を含ん

で（安全確保や発達状況等やむを得ない事情がある場合を除

く。）４０名以上の受入れは行いません。定員を超えて申込

みのある場合は、保護者が就労している低学年児童の加入を

優先し、最大４５名まで児童を受け入れます。加入の決定は、

児童の学年と家庭環境を総合的に評価します。 

●加入申請期間 

  平成２５年２月１８日（月）から 

平成２５年３月 ８日（金）まで 

 加入申請書については、住民福祉課窓口に備え付けてありま

す。 

（問い合わせ先：住民福祉課） 

 

３月になると気温が上がり、屋根の雪が落ちや

すくなります。やむをえず軒先を歩くときは注意

が必要です。 

今年は昨年よりも降雪量が多く、屋根の雪によ

る倒壊の恐れもありますので、早めに下ろすよう

にしましょう。屋根の雪下ろしの際は、ヘルメッ

トをかぶり、命綱を付けるなど、事故の防止に心

がけましょう。 

また、子どもには除雪機のそばや軒先で遊ばせ

ないよう十分に注意しましょう。 

（問い合わせ先：企画課） 

 

 犯罪から身を守るために必要な「子どもに対する声かけ事案」や

「犯罪の発生・防犯対策」等の情報を電子メールでパソコンや携帯

電話へタイムリーにお知らせします。 

 登録方法も簡単ですので、犯罪被害を未然に防ぐためにもご利用

ください。 

～登録方法～ 

北海道警察ホームページ（パソコン・携帯電話からインター

ネットに接続し）上にある「ほくとくん防犯メール」のページ

から登録用ページにアクセスします。 

（へ直接アクセスすることも可能です。） 

※迷惑メール防止設定（URL付きメール拒否等）を設定している

場合は「ｈｔｔｐ：／／ｍｍｇ．ｐｏｌｉｃｅ．ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ」 のドメイン

を受診できるように設定してから登録を行ってください。 

～利用上の注意～ 

 ○登録は無料ですが、通信料は利用者負担となります。 

 ○登録方法等が丌明な場合は、下記まで問い合わせください。 

（問い合わせ先：北海道警察本部生活安全企画課 安全・安心ま

ちづくり第二係 電話０１１－２５１－０１１０（内線３０３８））  

 

  

注意！ 
投票終了時間は、
２０時ではなく１
８時までです。お
間違えのないよう
にお願いします。 


