
 
⇒裏面もご覧ください。 

     

 

201３.４ 

日 月 火 水 木 金 土 

 

 １  

 

２ 
るすつ保育所入所式

（保育所 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

３ 
◎うぃず・ゆー 

バス遠足 

(公民館前 9:00 出発)

担当：教育委員会 

４ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇定時放送 

 

５  

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇地区連絡員文書配布 

６ 
留寿都小学校１学期始業式 

留寿都小学校入学式  

（小学校 10：00～） 

当倶知安厚生病院 

ゴミの収集日→ 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①③ 

診療所担当医師→ 担当医：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢  

7 
当倶知安厚生病院 

 

８ 
留寿都中学校１学期始業式

留寿都中学校入学式

（中学校 13：45～） 

留寿都高校始業式・着任式 

９ 
留寿都高校入学式  

（高校 10：00～） 

子 宮 が ん ・ 乳 が ん 検 診

（公民館 受付８:３0～９:０0

/12:00～12：30）

担当：保健医療課 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

10 
 

 

11 
●留寿都消防団放水訓練

（１５：００～） 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇定時放送 

12 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

13 
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 担当医：糸矢  

14 
当倶知安厚生病院 

 

 

 

 

 

15 
●１９日の粗大ごみ

申込締切日 

寿会例会 

（ルスツ温泉 11：00～）

16 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

17 
 

 

18 
乳児健康診査・歯科  

健康診査及びフッ素塗布

（公民館 受付 13:00～14：30）

担当：保健医療課 

○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 

19 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

 

20 
●春の火災予防運動 

（～４／３０まで） 

 

◎防火パレード 

担当：羊蹄山ろく消防

組合消防署留寿都支署 

 

当倶知安厚生病院 

 

 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  

21 
当倶知安厚生病院 

 

 

 

 

22 
◇地区連絡員文書配布 

◎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 

23 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

 

24 
３種混合・ポリオ・

4 種混合・ヒ ブ・

肺炎球菌予防接種 

(診療所 ) 

（受付１３：００～１３：３０） 

担当：保健医療課 

25 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇定時放送 

26 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

27 

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  

28 
当倶知安厚生病院 

小学校開校記念日  

29 （昭和の日）

当倶知安厚生病院 

 

３０ 

軽自動車税納期限 

    

 生ごみ 燃やせるごみ     

  担当医：糸矢     

◎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 

 

当土日祝当番病院（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、15 日（月）です。



[テキストを入力してください] 

発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

 

 

 

４月６日～４月１５日

これからの時期は、戸外で活動する機会が増え、歩行者や自転車の利用

者が交通事故に遭う危険性が高まる時期です。交通安全を自らのことと捉

え、交通ルールの遵守や思いやりのある交通マナーの実践が主体的に行わ

れるよう、一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ることを目的として春の

全国交通安全運動を実施します。 

【運動の重点】 
● 子どもと高齢者の交通事故防止 

● 飲酒運転の根絶 

● すべて座席のシートベルトとチャイルドシ

ートの正しい着用の徹底 

● スピードの出し過ぎ防止 

● 自転車の安全利用の推進 

【交通安全のポイント】 
 ○ドライバーの皆様へ 

  ・雪解けとともに速度が上昇する季節となりました。速度の抑制、車

間距離の十分な確保を心がけ、常に危険に対応できる運転をしまし

ょう。 

  ・シートベルトは、もしものときの命綱です。 

   「近所までだから」、「慣れている道だから」と油断せず、後部座

席を含めた全ての座席でシートベルトを必ず着用しましょう。 

  ・６歳未満の幼児を乗車させるときは、必ず体格に合ったチャイルド

シートを着用させ、装置はゆるみなどが生じないようしっかりと取

り付けしましょう。 

  ・デイ・ライト（昼間点灯）運転は自らの車の存在を他の車両や歩行

者、自転車の利用者に目立たせることにより、交通事故の防止を図

る効果が期待できることから、率先してデイ・ライト運転を実践し

ましょう。 

 ○歩行者、自転車利用者の皆様へ 

  ・夜間の外出時は、明るい色の服装と夜光反射材を着用しましょう。 

  ・自転車も車両です。自転車を利用する時は、歩行者を最優先しまし

ょう。また、飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、夜間のライトの点

灯、信号遵守、安全確認等のルールを順守しましょう。 

  ・児童、幼児を自転車に乗車させる時はヘルメットを着用させましょ

う。 

  ・道路付近で遊ぶ子どもを見かけたときは、安全な場所で遊ぶように

声をかけ、子どもを交通事故から守りましょう。 

（問い合わせ先：企画課）

 

 

会 場 名 

  区分

 

講習日 

優 良 一 般 違 反 初 回 

倶知安町文化

福祉センター 

９ 日 （ 火 ） １５時１５分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１ ６ 日 （ 火 ） １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分

２ ３ 日 （ 火 ） １１時００分 １５時１５分 １３時００分 ― 

蘭越町山村開

発センター 
１ ７ 日 （ 水 ） １８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。 

また、蘭越会場では、講習終了後に会場で手続きを行います。 

（問い合わせ先：企画課） 

 

 

各家庭に設置しております防災広報無線機器の取り扱い方法でこれ

まで問い合わせのあった事例、その改善方法についてお知らせしま

す。 

 

≪告知端末について≫         

●告知端末から音がしない（しなくなった）。 

・告知端末の電源のランプは点灯していますか？  （告知端末） 

→点灯していない場合は告知端末の電源の接続

を確認願います。 

・告知端末のコンセントは接続されていますか？ 

→コンセントがぬけていたり、告知端末からコードが外れてい

ないか確認をお願いします 

・音量が最小になっていませんか？ 

→音量ボタンの「大」を数回押し音量を上げてください。 

これらの状態の時には告知端末から音がならない場合があります。 

 

●放送されているはずなのに録音がされていない。 

・毎週木曜日に定時放送を行っておりますが、再生ボタンを押して

も「録音がありません」と告知端末からメッセージが流れた場合

は放送された電波を受信できていない可能性があります。 

・告知端末の接続ランプは点灯していますか？ 

→接続ランプが点灯しているか確認をお願いします。 

接続ランプが消灯、点滅している場合はバッテリー上部の丸ボ

タンを２秒ほど押してください。告知端末の電源が切れます。

再度丸ボタンを２秒ほど押して告知端末の電源を入れ直してく

ださい。数分たっても接続ランプの点灯状況が改善されない場

合は企画課にお問い合わせ願います。 

 

●不定期に音楽が流れて止まらない。 

→接続状況を確認するため不定期で音楽を流す場合があります。 

（告知端末の異常ではありません。告知端末の２番のボタンを

数回押していただくと音楽の再生は停止します。） 

 

 

≪バッテリーについて≫  

●バッテリーから異常音がする。 

→音のパターンを確認してください。    （バッテリー） 

・「ピー」という音が鳴り続ける。 

→バッテリー内の電池の寿命を知らせる警告音です。バッテリー

上部の丸ボタンを２秒ほど押し、バッテリーの電源を切ってく

ださい。ボタンの緑ランプが消灯したのを確認したら、企画課

までご連絡願います。（職員がご自宅に伺い、バッテリーは無

償で交換を行います。） 

   

・「ピー」「ピー」「ピー」という音が繰り返される。 

 →バッテリーと同じコンセントに電圧が大きくかかる機器を接続

していませんか？（ＦＡＸやパソコン、電気ストーブ等） 

バッテリーに必要な電力が供給されない場合にこのような症状

が現れます。企画課にご相談ください。 

 

なお、上記以外の症状や、不具合などがありましたら企画課まで

ご連絡願います。 

（問い合わせ先：企画課） 


