
   

201３．１０ 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ 2 3 4 5 

  留寿都高校学期間休業  

◎あそびの広場 

（高齢者生活支援ハウス 10：00～）  

担当：るすつ保育所 

留寿都高校後期始業式  

○うぃず・ゆー 

バス旅行行先：仁木町 

（公民館前 ８：３0） 

担当：教育委員会 

 

◎あそびの広場 

（高齢者生活支援ハウス 10：00～）  

担当：るすつ保育所 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

□秋季消防演習 

（横町団地 13:30～） 

担当：羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支所 

◇定時放送 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

当倶知安厚生病院 

留寿都中学校文化祭  

（留寿都中学校 9：00～） 

○かぼちゃフェア

（道の駅 230 ルスツ 

10:00～14:00）

担当：ルスツ産業振興公社 

 ごみの収集日→ 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：大泉 担当医：糸矢  

6 7 ８ ９ 10 11 12 

当倶知安厚生病院 

平成２５年度後志管

内道民芸術祭第２５

回後志舞踊の会発表

会 

（公民館 10：30～）

担当：教育委員会 

留寿都村身体障害者福祉 

協会５０周年記念式典  

（公民館１１：００～） 

担当：社会福祉協議会 

 

◇地区連絡員文書配布 

◎あそびの広場 

（高齢者生活支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

 

麻しん風しん混合１期

予防接種（１歳児対象） 

（診療所 受付 13：00～13:30） 

担当：保健医療課 

◇平成 26 年度就学予定

者に対する就学時健康診断

（各種検査９：30～１２：００） 

（公民館 担当：教育委員会） 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇平成 26 年度就学予定

者に対する就学時健康診断

（内科検診 15：00～16：00） 

（診療所 担当：教育委員会） 

◎あそびの広場（運動会） 

（公民館 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

乳児健康診査  

（公民館 受付 13：00～14:30） 

担当：保健医療課 

◇定時放送 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇寿会社会奉仕の日 

（高齢者生活支援ハウス９：００～） 

担当：社会福祉協議会 

 

◇無料法律相談会 

（公民館 13：00～14：30） 

担当：総務課 

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  

13 14（体育の日） 15 16 17  18 19 

当倶知安厚生病院 

留寿都村体育協会主催第

１７回村民パークゴルフ大会 

（ふれあい公園パークゴル

フ場 １１：４５集合） 

担当：留寿都村体育協会 

当倶知安厚生病院 
 

●18 日の粗大ごみ申込締切日 

◇第 29 回チャリティカラオケの夕べ 

（公民館 18：００～２０：30） 

担当：教育委員会 

□秋の火災予防運動防火パレード

（市街地一巡 10:00～） 

担当：羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支所 

□秋の火災予防運動期間 

～10 月 31 日）  

担当：羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支所 

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 

□留寿都高校４年生 

福祉実習報告会 

（留寿都高校体育館 

13：00～15：00）

担当：教育委員会 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◎あそびの広場 

（高齢者生活支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

 

◇定時放送 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

当倶知安厚生病院 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ 
粗大ごみ 

（申込締切：１5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  

20 21 22  23 24 25 26 

当倶知安厚生病院 

留寿都小学校学芸会  

（留寿都小学校体育館 

8：45～） 

◇地区連絡員文書配布 

○寿会例会 

（ルスツ温泉 11：00） 

担当：社会福祉協議会 

◇無料法律相談会

（公民館 13：00～16：00）  

担当：総務課  

◎あそびの広場 

（高齢者生活支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

◇秋の特設行政相談所 

（公民館 １３：３０～１６：００）

担当：企画課 

ＢＣＧ予防接種  

（診療所 受付 13：00～13:30） 

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 

（高齢者生活支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

◇定時放送 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

当倶知安厚生病院 

当蘭越診療所 

◎なんでもチャレンジクラブ 

（公民館発 ９：00） 

担当：教育委員会 

留寿都高校体験入学  

 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：大泉 担当医：糸矢  

27 28 29 30 31   
当倶知安厚生病院 

当蘭越診療所 

○じゃがいもフェア

（道の駅230ルスツ

10:00 ～ 14:00 ）

担当：ルスツ産業振興公社 

◎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 

   

  村・道民税第３期納期限 

国民健康保険税第５期納期限   

後期高齢者医療保険料第５期納期限  

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

  

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①③ 

 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  

◎ 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（火）

までです。 

→裏面もご覧ください。 

 

 

当休日当番医電話番号 

（受付17 時まで） 

●倶知安厚生病院

0136-22-1141 

●蘭越診療所     

0136-57-5424 



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

               ９月７日（土）～１０月３１日（木） 

ヒグマに注意！！                                            

野山に入るときはヒグマと遭遇を避けるための対策をしましょう。               

 

野山でヒグマと遭遇しないために                    

●ヒグマの出没情報に注意をする。●一人で野山に入らない。●鈴などで音を出しながら行動する。   

●薄暗いときには野山に入らない。●フンや足跡を見つけたときは引き返す。●生ごみは持ち帰る。   

（問い合わせ先：北海道環境生活部環境局生物多様性保全課動物管理グループ 電話０１１－２０４－５２０５） 

 

 

 

振り込め詐欺被害者の約６割が６５歳以上の高齢者で

あり、犯行手口もさまざまです。 

村民一人ひとりが被害に遭わないように注意しましょ

う。家庭、職場や地域の中でお互いが声を掛け合い、｢振

り込め詐欺をはじめとする｣詐欺の被害をなくしまし

ょう。 

落ち着こう、振り込む前に相談を 

「電話番号が変わった」「先に保証金を支払え」「必

ずもうかる」は詐欺！ 

振り込め詐欺は、被害者の弱みや親子の情愛などにつ

け込み、現金を振り込ませる悪質な犯罪です。 

丌審な電話がかかってきたり、身に覚えのないメール

等が送られてきたら、警察や役場、家族に相談しまし

ょう。 

被害防止のポイント 

○ 「電話番号が変わった」という電話は詐欺です。必

ず変更前の電話番号に電話を掛けてみましょう。 

○ 万が一被害に遭った場合にも被害額を最小限にす

るために、一日当たりのＡＴＭ利用限度額を引き下

げるようにしましょう。 

○ 「留守番電話作戦！」 

在宅している時も物理的に犯人からの電話を遮断す

るためにも留守番電話に設定しましょう。 

○ オレオレ詐欺は、主婦や高齢者の子どもや孫への親

愛の情を逆手に取る犯罪です。家族間で相互に連絡

を取り合い「家族の絆」で被害を防止しましょう。 

（問い合わせ先：留寿都村防犯協会（事務局：企画課）） 

 

 

 

毎日の暮らしの中で、国の役所や特殊法人などが行って

いる仕事について、意見をお持ちの方はお気軽においで

ください。 

日時 １０月２２日（火）１３時３０分から１６時 

場所 公民館 第 2 会議室 

行政相談委員 安部 憲照さん 

          （問い合わせ先 企画課） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

   

 

 

            

 

 

 

  

 

講習月日 会場 
区分 

優 良 一 般 違 反 初 回 

 ８日(火) 倶知安町文化福祉センター １ ５時１ ５ 分 １ ０時３ ０ 分 １ ３時０ ０ 分 ― 

１５日(火) 倶知安町文化福祉センター １ ５時３ ０ 分 ― １ ０時０ ０ 分 １ ３時１ ５ 分 

２２日(火) 倶知安町文化福祉センター １ １時０ ０ 分 １ ５時１ ５ 分 １ ３時０ ０ 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。 

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） 

 

                         

 

 

 

 

古着等を回収しています！ 

・古着だからと安易に「燃やせるごみ」として捨てていませんか？  

衣類（繊維）リサイクルに取り組むことは、ごみの減量や処分費用の軽減につな

がります。 

 

回収方法（場所） 

・役場、公民館、るすつ保育所の入口風除室に設置している専用の回収ボックスに

入れるだけです。（ごみステーションには出さないでください。） 

 

回収範囲拡大 

・これまで回収できなかった綿５０％未満のものや次のものも回収できるようにな

りました。 

スウェット、スーツ、ジャージ、セーター、フリース、コート、ジャンパー、皮

製品、マフラー、手袋、帽子、スキーウエア、Ｇパン、Ｇジャン など 

 

回収できないもの 

・次のものは回収できません。 

  布団、ベットマット、枕、座布団、ジュータン、玄関マット、便座カバー、カ

ーテン、ぬいぐるみ、ハギレ、濡れているもの、汚れのひどいもの、カビやペ

ットなどの臭いのするもの など 

（問い合わせ先：住民福祉課） 
 

 

 

 

 

 

 


