
 

    201３.７ 

日 月 火 水 木 金 土 
 

１ 
村・道民税第１期納期限

国民健康保険税第１期納期限 

後期高齢者医療保険料第１期納期限 

２ 
 

３ 
◎うぃず・ゆー 

バス旅行：行先洞爺湖 

（公民館発１０：00） 

担当：教育委員会 

４ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

離乳食教室 

午前の部10：00～ 

午後の部 13：30～ 

（公民館） 

担当：保健医療課  

５ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

◇地区連絡員文書配布 

６ 
当倶知安厚生病院 

るすつ保育所運動会 

（保育所 9：00） 

※雨天時 7/７に順延 

【村内イベント】 

第 23 回アカダモパークゴルフ大会  

(三ノ原アカダモパークゴルフ場 

 開 会 式 １ ４ ： ０ 0 ） 

担当：留寿都村アカダモ会 

ごみの収集日→ 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①③・有害ごみ 

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

７ 

当倶知安厚生病院 

【村内イベント】 

全日本ラリー選手権 2013ARK RALLY 洞爺  

場所：黒田林道（約 8

㎞）をラリー車が走行し

ます。当日は、観戦チケ

ットが必要です。 

（詳しくは裏面をご覧ください） 

８ 
○村民水泳プール開放初日

（９月上旬まで（予定）） 

担当：教育委員会 

９ 
 

10 
 

 

11 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 
 

12 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

留寿都村小学生陸上記録会 

（留寿都村総合グラウンド 8：45～） 

担当：教育委員会 

 

13 
当倶知安厚生病院 

留寿都高校登校日  

【村内イベント】 

ふれあい広場 201３

（公民館 10：00～15：00） 

担当：社会福祉協議会 

ふれあいビール会 

（公民館前 1５：３0～20：00） 

担当：留寿都商工会青年部 

 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：大泉 担当医：大泉  

１４ 

当倶知安厚生病院 

 

 

15 （海の日） 
当倶知安厚生病院 

 

16   

留寿都高等学校振替休日 

 

●１９日の粗大ごみ

申込締切日 

 

◎寿会例会 

（ルスツ温泉 11:00～） 

担当：社会福祉協議会 

17 
３種混合・ポリオ・

４種混合・ヒブ・ 

小児用肺炎球菌予防接種  

（診療所  受付 13：00～13:30） 

担当：保健医療課 

 

留寿都村戦没者追悼式 

（留寿都神社 10：00～） 

担当：住民福祉課 

18 
○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 

【村内イベント】 

第７回ルスツ赤い靴杯

パークゴルフ大会 

(ふれあい公園パークゴルフ場  

受付 8：00 開会式 8：30） 

担当：第７回ルスツ赤い靴杯パー

クゴルフ大会実行委員会 

19 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

るすつ保育所お泊り

保育（年長児） 

担当：るすつ保育所 

20 
当倶知安厚生病院 

 

◎なんでもチャレンジクラブ 

（公民館発 8：00） 

担当：教育委員会 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ 
粗大ごみ 

（申込締切：１６日（火）） 
資源ごみ①③ 

  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 
○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 

 

◇地区連絡員文書配布 

 

 

23 

○献血 

（役場前 10：00～12：00） 

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 

24 
ＢＣＧ予防接種 

（診療所 受付 13：00～13：10） 

担当：保健医療課 

 

25 
○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

留寿都小学校１学期終業式  

留寿都中学校１学期終業式  

◎あそびの広場 

（ 支 援 ハ ウ ス 1 0 ： 0 0 ～ ） 

担当：るすつ保育所 

２種混合予防接種   

（小学６年生対象）  

（診療所 受付 13：00～13：１５） 

介護保険料納期限  

担当：後志広域連合介護保険課 

（0136-55-8013） 

26 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

留寿都高等学校休業前集会    

 

◎夏休みラジオ体操広場 

（小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 6:30～） 

８月２日までの期間実施

担当：教育委員会 

27 

当倶知安厚生病院 

当蘭越診療所 

 

○水泳教室 

（村民水泳プール 13：30～15：00） 

担当：教育委員会 

 

 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  

28 
当倶知安厚生病院 

当蘭越診療所 

○水泳教室 

（村民水泳プール 13：30～15：00） 

担当：教育委員会 

29 
 

30 
◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

養父市ちびっ子親善使節 

団歓迎式・歓迎パーティー 

（公民館 １７：４０～） 

８月１日まで滞在 

担当：教育委員会 

31 
国民健康保険税第 2 期納期限 

後期高齢者医療保険料第 2 期納期限 

固定資産税第 2 期納期限 

麻しん風しん混合１期

予防接種（１歳児対象） 

（診療所 受付 13：00～13：15） 

担当：保健医療課 

   

 生ごみ 燃やせるごみ     

 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉    

 当休日当番医 

（受付17時まで） 

倶知安厚生病院   

電話0136-22-1141 

蘭越診療所     

電話0136-57-5424 

留寿都診療所    

電話0136-46-3774 

（土日祝休診） 

留寿都歯科診療所 

電話0136-46-3203 

裏面もご覧ください。→ 

◎ 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 1６日

（火）までです。 

防災広報無線定時放送は毎週木曜日

１２時３０分からです。 



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

 

  

 

カラスは泣き声がうるさい、ごみを散らかすなどの行為を行うことから、嫌わ

れがちで、威嚇又は攻撃に対しての苦情もあります。 

カラスは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が適用される野生の

動物です。 

威嚇、攻撃の行動は繁殖期（３月から６月）の限られた期間です。雛が巣立て

ば巣には戻らない習性ですので、これらを理解していただき、むやみに巣を排除

することなくカラスとの共存、共生に向けてご協力をお願いします。 

 

カラスを人に近付けないために 

○樹木の管理 

営巣しにくい枝、見通しのよい枝に剪定し、木の高さを抑えることも工夫の

一つです。 

 ○ごみの管理 

  生活で排出するごみについては、指定日にごみステーションに入れてカラス

のエサにならないよう管理しましょう。 

カラスの威嚇、攻撃を防ぐために 

○このようなことはやめましょう 

 巣をじっと見る。 

 巣に対して棒を突き上げる、石を投げる。 

 巣に脅威を不える人だとカラスが認識し、その人に対して威嚇行動をとるよ

うになります。また、このことが引き金となり、通る人全てに対して威嚇行動

をとるようになります。 

○実態の把握（威嚇なのか攻撃なのか） 

 カラスはいきなり人を襲うわけではありません。 

  威嚇行動として次のような行動をとります。 

  ・少し濁った声で鳴きながら止まっている電線や木の枝をつつく。 

  ・木の小枝を折ったり木の葉をむしって落とす。 

  ・これでも人が気付かない場合、攻撃的になったカラスが後から頭をかすめ

るように飛ぶようになります。 

 ○攻撃を防ぐためには 

  巣に対して無関心でいる。 

  巣立ちを終えて去るのを待つ。 

  巣の場所を確認したら、そこを避けて通る。 

  迂回ができないときは、帽子や傘で身を守る。 

応急的な処置として巣を除去するときには 

 営巣箇所の所有者の責任において巣の排除をしてください。 

 巣の横から尾が見えるのはメスが卵を抱いている状態なので、「鳥獣の保護

及び狩猟の適正化に関する法律」に基づいて、卵・雛の採取許可が必要です。

（空き巣の場合は、法律上の許可は丌要です。） 

 ＊許可申請は、役場産業課で受付しております。（交付事務をスムーズに行う

ために事前にお問い合わせ願います。） 

（問い合わせ先：産業課） 

 

教育委員会では、夏休み期間中に規則正しい生活リズムの維持を図るため、 

下記のとおり夏休みラジオ体操広場を実施します。 

（期間）平成２５年 7 月 2６日（金）～８月２日（金） 

（時間）6 時 30 分から 

（場所）留寿都小学校グラウンド 

※雨天中止です。 

小学生以下で、計４日間以上参加された方に参加賞を差し上げます。 

（問い合わせ先：教育委員会） 

  

 

 

 

会場：倶知安町文化福祉センター 

区分 

 

講習月日 

優 良 一 般 違 反 初 回 

 ９日（火） １５時１５分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１６日（火） １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分 

２３日（火） １１時００分 １５時１５分 １３時００分 ― 

 

◎ 講習は、更新手続きを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。倶知安会

場では、講習終了後に倶知安警察署内の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） 

 

 

ふれあい広場 201３実行委員会では、福祉の向上などを目的としてイ

ベントを開催します。下記の日程で行いますので、お知らせします。詳し

くは、社会福祉協議会へお問い合わせください。 

 

〈開催日〉 平成 2５年 7 月 1３日（土） 

〈場  所〉 留寿都村公民館 

〈時 間〉 10 時から１５時まで（雨天決行） 

  

 ふれあいの店では無料のカレーライスの提供のほか、ジュース、かき

氷、たこ焼き、高校生による焼きそば、フランクフルト等の販売が行われ

ます。 

また、ふれあい交流会では、シルバーオリンピックの開催、ビンゴ大

会、有志によるよさこいソーランが行われます。 

 その他、楽しめる企画をご用意して、皆さまのお越しをお待ちしており

ます。 

（問い合わせ先：社会福祉協議会 0136-47-2222） 

 

 

 村民の交流や癒し場の提供を目的として、ビヤガーデンを開催しま

す。下記の日程で行いますので、お知らせします。詳しくは、留寿都商

工会へお問い合わせください。 

〈開催日〉 平成 2５年 7 月 1３日（土） 

〈場  所〉 留寿都村公民館駐車場 

〈時 間〉 １５時３０分から２０時まで（雨天決行） 

（問い合わせ先：留寿都商工会 青年部０１３６-46-３４５３） 

 

 

 

 平成２５年７月５日（金）から７月７日（日）まで全日本ラリー選手

権２０１３ ＡＲＫ ＲＡＬＬＹ洞爺が開催されます。本村におきまし

ても黒田林道をレース会場としてレースが開催されます。ギャラリース

テージから観戦する際はチケットが必要となります。チケット販売は道

の駅にて取り扱いをしております。 

＜本村通過予定時刻＞ 

７月５日（試験走行） ６時～１４時 

 ７月７日（競技日）  ８時～９時３０分、１２時３０分～１４時 

（問い合わせ先：２０１３ＡＲＫ  ラリー洞爺主催事務局 ０１１－７５３－９１４０） 


