
→裏面もご覧ください。 

 

201４．9 

日 月 火 水 木 金 土 

 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

 国民健康保険税第 3 期納期限  

後期高齢者医療保険料第 3 期納期限  

村・道民税第 2 期納期限  

 

◎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 

 

○ほっとなサロン 

うぃず・ゆー 

(公民館前 10:20） 

担当：教育委員会 

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 

○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 

乳児健康診査・歯科健康

診査及びフッ素塗布 

（公民館 13：00～14：30） 

担当：保健医療課 

○福祉バス定期運行

（ルスツ温泉） 

○芸術鑑賞会（学校公演） 

（中学校体育館 10：40） 

担当：教育委員会 

留寿都高等学校振替休日 
◇地区連絡員文書配布 

当倶知安厚生病院 

２０１4 ルスツふるさとまつり 

（役場前駐車場 １６：3０～21：00） 

担当：ルスツふるさとまつり実行委員会 

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 ８ ９ 10 11 12 13 

当倶知安厚生病院 

２０１4 ルスツふるさとまつり 

（役場前駐車場 １1：0０～21：00） 

担当：ルスツふるさとまつり実行委員会 

 
◎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 

○平成 26 年度留寿

都村敬老会 

（公民館ホール 11：00） 

担当：住民福祉課 

○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 

○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 

当倶知安厚生病院 

◎なんでもチャレン

ジクラブ 

（公民館前  8：30） 

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  

14 15（敬老の日） 16  17 18 19 20 

当倶知安厚生病院 

 

当倶知安厚生病院 
留寿都高等学校登校日 

●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 

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 

○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 

○健康スポーツ教室（卓球教室） 

（公民館 19：00～） 

担当：教育委員会 

○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：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  22 23（秋分の日） 24 25 26 27 

当倶知安厚生病院 

◎羊蹄山登山 

（公民館前 7：30） 

担当：教育委員会 

 

◎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 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校登校日 

 

麻しん風しん混合第１期

予防接種（１歳児対象） 

（診療所 13：00～13：15） 

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 

○留寿都高等学校農産物販売

（高校 9：30～12：00）

担当：留寿都高等学校 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

留寿都高等学校前期終業式 

 

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：大泉  

28 29 30 
   

 
当倶知安厚生病院 

 

留寿都高等学校振替休日 

  

国民健康保険税第４期納期限 

後期高齢者医療保険料第４期納期限 

固定資産税第３期納期限 

◎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 

留寿都高等学校学期間休業 （～10/1） 

  

 

 
 

  

 

 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  

 

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 

 

 ○留寿都診療所 

  （土日祝休診） 

  0136-46-3774 

 

 ●防災広報無線は毎 

  週木曜日放送です。 

 

◎ 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。 

 



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

 

●秋の全国交通安全運動● 

 ～お互いに もてたらいいね 思いやり～ 

「秋の交通安全運動」が実施されます。交通安全運動は、道民一人 

一人が交通安全を自らのこととして考え、交通ルールの遵守や思い 

やりのある交通マナーの実践によって、交通事故防止を図ることを 

目的としています。 

 

○ 実施期間 

 ２０１４年９月 21 日（日）～９月 30 日（火）の 10 日間 

 

○ 交通事故防止ポイント 

① 運転者向け 

・秋は日没の早まりとともに、夕方から夜間にかけての自転車、歩 

行者の見落とし、発見遅れによる交通事故が心配されます。 

 夜間の自動車の運転はハイビームが基本です。対向車や前車がい 

ないときは、ライトを遠目に切り替えて、歩行者や自転車を早めに 

発見しましょう。 

・自動車に安全な座席はありません。全員のシートベルト・チャイ 

ルドシート着用を確認してからスタートしましょう。 

・飲酒運転は凶悪犯罪です。「これくらいなら大丈夫だろう」とい 

う間違った考えをしていませんか。少量のお酒でも、車の運転には 

大きな影響があります。「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」 

「乗る人には飲ませない」を徹底しましょう。 

 

② 歩行者・自転車利用者向け 

・夜光反射材を活用するとともに、自転車も早めにライトを点灯し、 

自分の存在をアピールしましょう。 

・道路を横断するときは、左右の安全を確認し、近づいてくる車が 

あるときは、無理に横断しないで通り過ぎるまで待ちましょう。ま 

た、近くに横断歩道がある場合は、少し遠回りでも横断歩道を渡り 

ましょう。 

 

◎ ９月 30 日は、「交通事故死ゼロを目指す日」です！ 

 記録が残る昭和 43 年以降、全国で交通事故死がゼロであった日 

はありません。一人一人が、交通ルールを守り、思いやりのある交 

通マナーで、交通事故防止に努めましょう。 

 

                     問合せ先：企画課 

 

 

 

●９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 

   2日(火) １５時１５分 １０時３０分 １３時００分 ― 

 9日(火) １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分 

16日(火) １１時００分 １５時１５分 １３時００分 ― 

                                                      問合せ先：企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

●2014 ルスツふるさとまつり● 

 

 ルスツふるさとまつり実行委員会では、2014 ルスツふるさと

まつりを下記日程で開催します。参加型イベントの募集は 9 月 1

日まで。「いわさき菓子店 ちびっこパン食い競争」は当日参加

受付をします。ぜひ皆さんでお越しください。 

 

○ 日時  

  ２０１４年９月６日（土） １６時 30 分～２１時終了予定 

         ７日（日） １１時～２１時終了予定 

 

○ 場所 

  留寿都村役場前駐車場 

   

○ タイムスケジュール 

 ６日（土） 

  １６時３０分～開催式 

  １６時３５分～留寿都太鼓愛好会 演奏 

  １７時２０分～K-BAND（仮）ライブ演奏 

  １８時００分～カラオケ大会 

  １９時３０分～ブラックビートルズ演奏 

   （HBC ラジオ「カーナビラジオ午後１番」YASU さん） 

 ７日（日） 

  １１時００分～いわさき菓子店 ちびっこパン食い競争 

  １１時３０分～森商店杯 赤い靴飛ばし世界選手権 

  １２時３０分～ルスツリゾート杯 ムカデ水汲み競争 

  １３時３０分～みそまんじゅう杯 豆トラクター引き選手権 

  １４時３０分～サッポロビール杯 トラクター引き選手権 

  １６時００分～自衛隊音楽隊 演奏 

  １７時００分～ピエロ バルーンパフォーマンス 

  １７時２０分～こすもす 演奏 

  １８時００分～キッズダンスパフォーマンス 

  １９時３０分～歌謡ステージ 高田ともえ、北野龍馬 

          三原 綱木 

○ 両日共に商工会青年部・女性部の出店などもあります。お食

事はぜひ会場で。 

   

  問合せ先：ルスツふるさとまつり実行委員会（役場企画課） 

       

 


