
→裏面もご覧ください。 

 

201４．10 

日 月 火 水 木 金 土 

   
１ ２ ３ ４ 

   

 

 ○ほっとなサロン 

うぃず・ゆー 

(公民館前 9:00） 

担当：教育委員会 

BCG予防接種  

（診療所 受付 13：00～13:15） 

担当：保健医療課 

留寿都高等学校期間休業 

○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 

就学時健康診断（各種検査）  

（公民館  9：30～12：00） 

担当：教育委員会 

留寿都高等学校後期始業式 

生涯学習バスツアー 

（ほくでんファミリーコンサート） 

（公民館前17：30） 

担当：教育委員会 

○福祉バス定期運行

（ルスツ温泉） 

就学時健康診断（内科検診） 

（診療所 13:00～14:00） 

担当：教育委員会 

当倶知安厚生病院 

留寿都中学校文化祭 

（中学校 9：00） 

担当：留寿都中学校 

  ごみの収集日→  生ごみ  資源ごみ①③・有害ごみ 

  診療所担当医師→ 担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：糸矢  

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

当倶知安厚生病院 

ファミリースポーツ事業

「洞爺湖町 金比羅・西山・

四十三山フットパスコース巡り」 

（公民館前 8：45） 

担当：教育委員会 

◇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 

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 

○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 

第３０回チャリティ

ーカラオケの夕べ 

（公民館 18：00～20：30） 

担当：留寿都村文化団体連絡協議会 

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  

12 13（体育の日） 14  15 16 17 18 

当倶知安厚生病院 

第 18 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） 

担当：留寿都村体育協会 

当倶知安厚生病院 
 

●17 日の粗大ごみ

申込締切日 

 

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: 1 5） 

担当：保健医療課 

留寿都高等学校第 4 学年

福祉施設実習報告会 

（留寿都高等学校 12：50） 

担当：留寿都高等学校 

○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） 

 

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：１4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  

19  20 21 22 23 24 25 

当倶知安厚生病院 

留寿都小学校学芸会 

（小学校 8：45） 

担当：留寿都小学校 

 

◇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 

◎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 

 ○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

乳児健康診査 

（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） 

○健康スポーツ教室

（健康太極拳教室） 

（公民館 10：00～12：00） 

担当：教育委員会 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校体

験入学・学校説明会 

 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：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢  

26 27 28 29 30 31 
 

当倶知安厚生病院 

 

◎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 

 

◎寿会紅葉の旅 

担当：社会福祉協議会 

  

 

 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

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  

村・道民税第 3 期納期限 

 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ   

 担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉  

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14日（火）までです。 

    ※裏面にごみの分別方法変更のお知らせがあります。 



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

 

●燃やせるごみの処理方法が変わります！● 

《平成 27 年３月から燃やせるごみは固形燃料化します。》 

 

分別方法が変わります。 

 

 分別方法は、平成 27 年１月から変更します。ご協力をお願いします。 

  

  ◯ 衛生ごみ(＊)は、引き続き、燃やせるごみの区分ですが、固形燃料化できないことから手選別により除外しますので、作業員の衛生 

    面などを考えて、燃やせるごみの区分内で分別することとします。 

    (＊) 衛生ごみとは、紙おむつ（介護・赤ちゃん用）と生理用品です。 

  ◯ これまで燃やせるごみとしていた柑橘類の皮、玉ねぎ外皮、貝殻、とうもろこしのしんなども含めて台所から出る残飯や調理くずは、  

    全て生ごみとして分別することに変更します。 

 

 衛生ごみは、お手持ちの半透明な袋にまとめた上で、燃やせるごみの袋(指定袋)に入れてください。ただし、他の燃やせるごみと混同しな

い場合は、衛生ごみを直接燃やせるごみの袋(指定袋)に入れても構いません。 

 

                                             

 

          

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                     

《 燃やせるごみから固形燃料になるまで 》 

 

燃やせる

ごみ 
⇒ 手選別 ⇒ 破 砕 ⇒ 乾 燥 ⇒ 

RDF成形

機 
⇒ RDF製品 

 

 手作業で選別した燃やせるごみを、破砕機にかけて、乾燥させてから、圧縮しながら、高速回転の摩擦熱で固めたものが固形燃料（ＲＤ

Ｆ）です。出来上がったＲＤＦは、工場などで燃料として使われます。 

(注) 生ごみなど水分、塩分のあるものは妨げとなります。分別をお願いします。 

   ＲＤＦとは ‥‥ Refuse Derived Fuel（一般廃棄物由来燃料） 

 問合せ先：住民福祉課 

 

●１０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 

   ７日(火) １５時１５分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１４日(火) １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分 

２１日(火) １１時００分 １５時１５分 １３時００分 ― 

                                                      問合せ先：企画課 

 

 

 

（衛生ごみが多量の場合） 

 他の燃やせるごみとは別の燃やせるごみの袋（指定袋）

に入れて出す 

（衛生ごみが少量の場合） 

 お手持ちの半透明な袋に入れて、それを他の燃やせるご

みの袋（指定袋）の中に入れて出す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 


