
→裏面もご覧ください。 

 

201５．３ 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校卒業式 

（高校 10：00） 

担当：留寿都高等学校 

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 

 留寿都高等学校入学試験面接 

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 

（高齢者生活支援ハウス 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 

○歩くスキーツアー 

（公民館集合 8：30） 

担当：教育委員会 

◇地区連絡員文書配布 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

◎るすつ保育所利用

申込み締切り 

◎放課後児童クラブ

加入児童募集締切

り 

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：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉  

８ ９  10 11 12 13 14 

当倶知安厚生病院 

 

◯室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～16：30） 

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 

 

麻しん風しん混合第

１期予防接種（１歳児

対象） 

（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） 

離乳食教室 

（公民館 

午前の部/10:00～12:30 

午後の部/13：30～16：00） 

担当：保健医療課 

◎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 

○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 

留寿都中学校卒業式

（中学校  10：00） 

担当：留寿都中学校 

◎なんでもチャレン

ジクラブ 

（公民館集合 10：00） 

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①② 

 担当医：大泉 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(春分の日) 

当倶知安厚生病院 

 

◯寿会総会 

（公民館 11：００） 

担当：社会福祉協議会 

●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 

◯室内パークゴルフ

（公民館 13：00～16：30）

担当：教育委員会 

 

◎リトミック体験教室

（高齢者生活支援ハウス 

0・1 歳 10：00～10：45

2.・3 歳 11：00～11：45） 

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） 

留寿都小学校卒業式

（小学校 10：00） 

担当：留寿都小学校 

◇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 

（申込締切り：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 

 

留寿都村議会議員選挙

立候補予定者説明会  

（役場 13：30） 

担当：選挙管理委員会 

◯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 

留寿都高等学校修了式 ◯室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～16：30） 

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: 1 5） 

担当：保健医療課 

留寿都小学校修了式 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

留寿都中学校修了式 

 

 

 

○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 燃やせないごみ 生ごみ  資源ごみ①② 

 担当医：大泉 担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：糸矢 担当医：糸矢  

29  30 31 
    

当倶知安厚生病院 

 

◯室内パークゴルフ

（公民館 13：00～16：30）

担当：教育委員会 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 生ごみ 燃やせるごみ     

 担当医：糸矢 担当医：大泉     

 

◎ 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 

●放課後児童クラブ加入児童募集● 

 

 留寿都村では、放課後の健全育成を必要としている小学校児童に

適切な生活の場、遊びの場を提供する事業として「留寿都村放課後

児童クラブ運営事業」を実施しています。 

 平成２７年度についても事業を実施しますので、加入をご希望さ

れる方は、加入申請受付期間中に役場住民福祉課窓口に関係書類を

提出いただきますようお願いします。 

 

 

 ◯募集定員 ４０名 

  児童の学年と家庭環境を総合的に評価した上で、加入の決定を 

 行うことから、定員を超えて申請のある場合は、保護者が就労し 

 ている低学年児童の加入を優先（安全確保や発達状況等のやむを 

 得ない事情がある場合を除く。）することなります（高学年児童 

 は日常生活において、低学年と比較し自立しているためです。）。 

 

 

 ◯加入申請期間 

  ２月１６日（月）から３月６日（金）まで 

 ※加入申請書については、役場住民福祉課窓口に備え付けてあり 

 ます。 

 

 

                   ◯問合せ 住民福祉課 

 

 ●第１８回統一地方選挙が４月に行われます● 
 

 今回の統一地方選挙では、北海道知事及び北海道議会議員選挙、 

そして、留寿都村議会議員選挙が行われます。 

 

北海道知事及び北海道議会議員選挙 

  選挙期日 ４月 12 日（日） 

  

≪期日前投票≫   

 一度に両方（知事・道議）の選挙の期日前投票を済ませたい場合 

は、４月４日以降に受付をしてください。 

 

  ◯期間  北海道知事選挙    

       ３月 27 日（金）から４月 11 日（土）まで 

        北海道議会議員選挙  

       ４月 ４日（土）から４月 11 日（土）まで 

  ◯時間  ８時 30 分から２０時００分まで 

  ◯場所  留寿都村役場総務課 

 

留寿都村議会議員選挙 

  選挙期日 ４月 26 日（日） 

 

≪立候補予定者説明会≫  

  

  ◯日時  ３月 23 日（月） １３時 30 分から 

  ◯場所  留寿都村役場第１会議室 

           

 詳しい内容につきましては、選挙管理委員会事務局まで連絡願い 

ます。 

 

           ◯問合せ 選挙管理委員会事務局（総務課） 

 

    ●３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をしてください。 

 

【会場 倶知安町文化福祉センター】 

  区分 

 

講習日 

優 良 一 般 違 反 初 回 

 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 ― 

 

                       ◯問合せ 企画課 

 

 

               

●衛生ごみの出し方● 

  

 衛生ごみ（介護・赤ちゃん用の紙おむつ、生理用品、ペットシー

ト）の排出に際し、少量の場合は、これまでお知らせしていた半透

明な袋のほか、黒色のポリ袋にまとめた上で、燃やせるごみの袋（指

定袋）に入れて出せるように改めました。近隣町村でも要望があっ

たため、処理事業者で黒色ポリ袋でも対応することとなったもので

す。ご協力をお願いいたします。 

 

【衛生ごみの出し方】 

  

①衛生ごみが少量の場合 

 お手持ちの半透明な袋、または黒色のポリ袋に入れて、それを他

の燃やせるごみの袋（指定袋）の中に入れて出す。 

 

 

 

 

 

 

 

②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。 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ◯問合せ 住民福祉課 

 

生理用品 

半透明・黒色のポ

リ袋にまとめる 

燃やせるごみ 

 

 

燃やせるごみ おむつ・生理用品 


