
→裏面もご覧ください。 

 

     

201４.８ 

日 月 火 水 木 金 土 

     

１ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

2014 ビアガーデン 

（JA ようてい留寿都支所駐車場

17：00～20：00） 

担当：JA ようてい青年部留寿都支部 

２ 

当倶知安厚生病院 

 

    ごみ収集日→  資源ごみ①③・有害ごみ 

    診療所担当医→ 担当医：糸矢  

３ 
当倶知安厚生病院 

 

４ 
福寿園まつり 

（支援ハウス 12：00） 

担当：社会福祉協議会 

５ 
◇地区連絡員文書配布 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

６ 
４種混合・ヒブ・小児

用肺炎球菌予防接種 

（診療所 受付 13：00～13:15） 

担当：保健医療課 
○ほっとなサロン うぃず・ゆー 

（公民館発 9：30） 

担当：教育委員会 

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 

８ 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

９ 

当倶知安厚生病院 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  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：大泉  

10 
当倶知安厚生病院 

 

11 

●15 日の粗大ごみ

申込締切日 

 

12 
◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

13 
４種混合・ヒブ・小児

用肺炎球菌予防接種 

（診療所 受付 13：00～13:15） 

担当：保健医療課 

14 
 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

第 16 回盆踊り大会

（公民館 18：30～21：00）

担当：女性団体連絡協議会 

15 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

○弁護士無料法律相談会

（公民館 13：00～14：30）

担当：総務課 

16 
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 
粗大ごみ 

（申込締切：11日（月）） 
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：大泉  

17 
当倶知安厚生病院 

 

 

18 

○寿会・物故者追悼法要 

（富貴寺11：00～） 

担当：社会福祉協議会 

 

19 
留寿都高等学校休業後集会 

留寿都小学校 2 学期始業式 

留寿都中学校 2 学期始業式 

◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～） 

担当：るすつ保育所 

20 
BCG予防接種

（診療所 受付 13：00～13：15）

担当：保健医療課 

◇地区連絡員文書配布 

 

21 
○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 

22 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

23 
当倶知安厚生病院 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  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：大泉  

24 
当倶知安厚生病院 

 

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 

介護保険料第 2 期納期限 

26 
◎あそびの広場 

（支援ハウス 10：00～）

担当：るすつ保育所 

27 
○健康スポーツ教室（卓球） 

（公民館 19：00） 

担当：教育委員会 

28 
○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 

子宮頸がん予防接種

（診療所 受付 14：45～15：00）

担当：保健医療課 

29 
○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

 

30 
当倶知安厚生病院 

○なんでもチャレンジクラブ

（公民館 9：00） 

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  

31 
当倶知安厚生病院 

第 35 回ルスツ産業まつり 

（道の駅 230 ルスツ裏 9：30～14：00） 

担当：ルスツ産業まつり実行委員会 

 

     

       

       

 

当休日当番医（受付17時まで） 

   倶知安厚生病院   

   電話0136-22-1141 

 

○留寿都診療所（土日祝休診）   

   電話0136-46-3774 

 

○防災広報無線は毎週木曜日放送 

◎ 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。 

 

○夏休みラジオ体操（7/25～8/5まで） 

（留寿都小グラウンド 6：30） 

担当：教育委員会 



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

 

●第 16 回  盆踊り大会● 

 今年も女性団体連絡協議会では、盆踊り大会を開催します。 

お楽しみ抽選会では、豪華景品が当たります。また、当日踊った 

人にはもれなく参加賞が当たります。アイデア満載な仮装には、 

特別賞も。ぜひ皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。 

 

○ 日時                         

2014 年８月１４日(木)  １８時３０分～２１時 

 

○ 場所 

留寿都村公民館駐車場（雨天時は公民館内） 

 

○ タイムスケジュール 

  １８時３０分～オープニングセレモニー（太鼓演奏） 

  １８時５０分～こども盆踊り 

  １９時４０分～おとな盆踊り 

  ２０時２０分～お楽しみ大抽選会 

 

○ その他 

  会場には「飲めや踊れや亭」で飲み物・食事など販売します。 

       

             問合せ先：女性団体連絡協議会 

 

●飲酒運転は絶対にやめましょう● 

 飲酒運転は重大な交通事故につながります。飲酒が予想される 

場所には車で出かけないようにしましょう。飲酒運転は運転手は 

もちろんのこと、車両等を提供した者、酒類を提供した者及び同 

乗した者も罰則等の対象となります。まわりの皆さんも運転者が 

飲酒することのないよう注意しましょう。 

 

○ 飲酒運転に係る主な罰則（参考） 

区分 酒酔い運転をした場合 酒気帯び運転をした場合 

運転者本人 5 年以下の懲役又は 

１００万円以下の罰金 

３年以下の懲役又は 

５０万円以下の罰金 車両提供者 

酒類提供者 ３年以下の懲役又は 

５０万円以下の罰金 

２年以下の懲役又は 

３０万円以下の罰金 同乗者 

                     問合せ先：企画課 

 

 

●８月の運転免許更新時講習日程● 

◎講習は、更新手続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。（郵送料は、1,000 円かかります。）倶知安文化福祉センターの講習会

場では手続をしていません。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してください。 

  

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 ― 

19日(火) １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分 

26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 
20日(水) １８時００分    

                                                      問合せ先：企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

             

●第 35 回 ルスツ産業まつり● 

 

 ルスツ産業まつり実行委員会では、第 35 回ルスツ産業まつ

りを下記日程で開催します。バーベキューコーナーでは道具不

要で楽しむことができます。当日参加者募集の「ルスツ名物大

根早食い大会」では、豪華景品が当たります。ぜひ皆さんでお

越しください。 

 

○ 日時  

  ２０１４年８月 31 日（日） 9 時 30 分～14 時 

 

○ 場所 

  道の駅 230 ルスツ裏 特設会場 

 

○ タイムスケジュール 

   ９時３０分～開会式 

   ９時４５分～留寿都太鼓愛好会 演奏 

  １０時１５分～PFC ダンスキッズパフォーマンス 

  １１時００分～ルスツ名物 大根早食い大会 

  １２時００分～ルスツ産新ジャガつめ放題 

  １３時００分～ルスツ高原野菜各種つめ放題 

 

○ 即売コーナー（１０時～１４時） 

  ルスツポーク、ルスツ産豚串、ルスツ高原野菜 

  留寿都高等学校生徒実習作品（花き 他） 

  特製豚汁 

  そば・うどん 

  焼きそば・フライドポテト 

  道産牛焼き肉 

  ビール・ジュース  など 

 

○牛乳消費拡大運動  

  牛乳の無料試飲（無くなり次第終了） 

 

 

 

  問合せ先：ルスツ産業まつり実行委員会（役場産業課） 

       

 


