
→裏面もご覧ください。 

 

201５．２ 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

当倶知安厚生病院 

 

国民健康保険税第８期納期限  

後期高齢者医療保険料第８期納期限 

◯室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～16：30） 

担当：教育委員会 

●ＩＲに関する道民

セミナー・留寿都会場 

（公民館 18：00） 

担当：産業課 

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 

◯ほっとなサロン うぃず・ゆー 

（公民館 13：30） 

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 

◇地区連絡員文書配布 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

 

当倶知安厚生病院 

 

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：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢  

８ ９  10 11(建国記念の日) 12 13 14 

当倶知安厚生病院 

◎第 11 回なんでも

チャレンジクラブ 

（公民館 8：30 集合） 

担当：教育委員会 

留寿都高等学校振替休日 

◯室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～16：30） 

担当：教育委員会 

乳児健康診査 

（公民館 受付 13：00～14：30） 

担当：保健医療課 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校登校日 

 

○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） 

●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 

 

 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  

15 16 17  18 19 20 21 

当倶知安厚生病院 

 

◯寿会例会 

（ルスツ温泉 11：００） 

担当：社会福祉協議会 

◯室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～16：30） 

担当：教育委員会 

●20 日の粗大ごみ

申込締切日 

◎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: 1 5） 

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） 

◇地区連絡員文書配布 

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（月）） 
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 担当医：大泉  

22  23 24 25 26 27 28 

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 

留寿都高等学校振替休日 

◎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 

 

BCG予防接種 

（診療所 受付 13：00～13：15） 

担当：保健医療課 

◯室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～16：30） 

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 

 

 

 

 

○福祉バス定期運行 
（ ル ス ツ 温 泉 ） 

  

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校登校日 

 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：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16日（月）までです。 

   

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   



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

●ＩＲに関する道民セミナー・留寿都会場● 

～カジノを含む統合型リゾート（IR）を考える～ 
 

 統合型リゾート、いわゆるＩＲの整備は、日本再興戦略において成長戦略に位置づけられ、平成２６年７月に内閣府に設置された専門部

署において、必要な制度上の措置を検討しているほか、平成２５年１２月に議員提案により衆議院に提出されたＩＲ推進法案は、平成２６

年６月に衆議院内閣委員会で審議入りした後、１１月の衆議院の解散により廃案となりましたが、国際観光産業振興議員連盟では、平成２

７年の通常国会にＩＲ推進法案を再度提出することとしています。 

 ＩＲは、観光振興、地域経済の活性化、雇用の創出などの効果が期待できる一方で、治安の悪化やギャンブル依存症など負の側面につい

ても様々な議論がありますことから、道では、ＩＲ導入に向けた国の動向や誘致に向けた検討が行われている関係自治体の意向などを踏ま

え、ＩＲに関する道民セミナーを次のとおり開催することとしましたので、是非ご参加ください。 

 

◯日時  平成２７年２月３日（火）１８時００分～２０時１５分 

◯場所  留寿都村公民館ホール 

◯対象  市町村、観光関係団体、経済関係団体、民間企業、道内に居住の方など 

◯参加料 無料 

◯主催  北海道  ＊共催：留寿都村  

◯内容  １．開会あいさつ 北海道経済部観光局、留寿都村、留寿都村統合型リゾート誘致推進協議会 

     ２．報告①「ギャンブル依存症について（仮）」/石橋病院 院長 白坂知信氏 

     ３．報告②「世界のＩＲ運営事例とＩＲの社会的影響対策などについて（仮）」 

       /北海道型ＩＲ検討調査事業受託コンソーシアム（株）国際カジノ研究所 所長 木曽崇氏 

     ４．報告③「ＩＲ導入に際してのあるべきセーフティーネットについて（仮）」/有限責任あずさ監査法人 公認会計士内田聡氏 

     ５．質疑応答 

◯申込み 留寿都村内在住の方は不要（村外の方は参加申込みが必要です。） 

◯問合せ 北海道経済部観光局 国際観光グループ（電話 011-204-5305）、留寿都村役場産業課 

 

 

●２月７日は「北方領土の日」● 

 １月２１日から２月２０日は「北方領土の日」特別啓発期間です。 

 北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還要求運動の一層の推進を図るために、政府は 1981 年（昭和

56 年）1 月 6 日の閣議で 2 月 7 日を「北方領土の日」とすることを決定しました。 

 この 2 月 7 日は、1855 年（安政元年）伊豆の下田で、『日魯通好条約』が結ばれ、択捉島とウルップ島の間に国境を定め、択捉島以南

の北方四島を我が国の領土として国際的にも明らかにされた歴史的な意義をもつ日であり、平和的な話し合いの中で領土の返還を求める北

方領土返還要求運動推進の目的に最も合った日として設けられたものです。 

 道では、2 月 7 日を中心とした１か月間（1 月 21 日から 2 月 20 日）を「北方領土の日」特別啓発期間として定め、道や市町村、関係

団体において全道各地で多くの催しが予定されています。 

◯主な行事 

・2015 北方領土フェスティバル（2 月 7 日 12 時 00 分～／大通西４丁目さっぽろ雪まつり会場ｽﾃｰｼﾞ） 

・北方領土返還要求署名コーナー（2 月 5 日から 11 日までの 7 日間／大通西６丁目） 

・2015「北方領土の日」根室管内住民大会（2 月 7 日 根室市） 

・北方領土パネル展及び署名コーナー（1 月 21 日から全道各地） 

◯問合せ 北海道総務部北方領土対策本部運動交流グループ （電話 011-204-5069（ダイヤルイン）） 

 

 

●２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。）倶知安町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。 

 ◯問合せ 企画課 

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 

 １０日(火) １５時１５分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１７日(火) １５時３０分 ― １０時００分 １３時１５分 

２４日(火) １１時００分 １５時１５分 １３時００分 ― 

 

 

 

 

 

               


