
→裏面もご覧ください。 

 

201５．９ 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５ 

   ◯ほっとなサロン うぃず・ゆー 

（公民館出発 8：10） 

担当：教育委員会 

BCG・麻しん風しん

混合１期・水痘予防接種 

（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） 

 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

 

 

 

 

当倶知安厚生病院 

2015 ルスツふるさ

とまつり 

（役場前 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→ 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：糸矢 担当医：糸矢  

６  ７   ８  ９  10 11 12 

当倶知安厚生病院 

2015 ルスツふるさ

とまつり 

（役場前 11：00～21：00） 

担当：ルスツふるさとまつり実行委員会  

◇地区連絡員文書配布  

 
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） 

 

○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：大泉 担当医：大泉  

13 14 15  16 17 18 19 

当倶知安厚生病院 

 

●18 日の粗大ごみ

申込締切日 

 

乳児健康診査及び歯

科健康診査 

（子どもセンター 

受付 13：00～14：30） 

担当：保健医療課 

○平成２７年度留寿

都村敬老会 

（公民館 11：00） 

担当：住民福祉課 

 

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 

○健康スポーツ教室

（フロアカーリング） 

（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） 

 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

 

当倶知安厚生病院 

◎なんでもチャレン

ジクラブ 

（公民館集合 9：00） 

担当：教育委員会 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ 
粗大ごみ 

（申込締切り：１4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  

20  21 （敬老の日） 22 （国民の休日） 23 （秋分の日） 24 25 26 

当倶知安厚生病院 

国勢調査インターネット回答期限 

当倶知安厚生病院 

 

当倶知安厚生病院 

 

当倶知安厚生病院 ○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

◇地区連絡員文書配布 

○福祉バス定期運行 
 （ルスツ温泉） 

介護保険料第３期納期限 

○わらべうた講座 

（子育て支援センター 10：30） 

担当：子育て支援センター 

 

 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校学校祭 

○子どもの集い 

（ルスツリゾート 開会式 10：00）  

担当：地域子ども会育成連絡協議会 

 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  

27  

 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校学校祭 

 

28 29 30 
  

 
◯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 

留寿都高等学校前期終業式 

○ジャグリングショ

ー・ジャグリングワー

クショップ 

（小型児童館 15：30） 

担当：小型児童館 

留寿都高等学校学期間休業 固定資産税第 3期納期限 

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  

留寿都高等学校学期間休業 

   

 生ごみ 燃やせるごみ     

 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14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 

 

●２０１５ 国勢調査が実施されます● 

  

 ５年に１度、総務省が実施する国勢調査が１０月１日を調査期日 

として実施されます。今回の調査は、パソコン、タブレット、スマ 

ートフォンからもご回答いただけます。国勢調査の結果は、福祉施 

策や防災計画、生活環境の改善をはじめとした日本の未来をつくる 

ために欠かせない様々な施策の計画づくりなどに役立てられます。 

 日本の今を知り、よりよい未来をつくるため、国勢調査へのご回 

答をよろしくお願いします。 

 

○ 調査対象者 

 国勢調査は，平成 27 年 10 月１日現在、日本に住んでいるすべ 

ての人及び世帯が対象です。 

 

○ 調査期日 

 平成２７年１０月１日 

 

○調査書類の配布期間 

 ・インターネット回答用ＩＤ配布 

 平成２７年９月１２日まで 

 ・調査票の配布期間（インターネット回答されなかった世帯にのみ） 

 平成２７年９月２６日～３０日 

 

○調査書類の配布方法 

 統計調査員が各世帯を訪問し、インターネット回答用ＩＤを配布 

します。インターネットで回答されなかった方にのみ、紙の調査票 

を配布します。 

 

○回答期間 

 ・インターネット回答期間 

 平成２７年９月１０日～２０日 

 ・調査票での回答 

 平成２７年１０月１日～７日 

 

○国勢調査コールセンター 

 電話番号 0570-07-2015 

    ※ＩＰ電話の方は、03-4330-2015 

 受付時間 8 時～21 時 

 

                     問合せ先：企画課 

 

●９月の運転免許更新時講習日程● 

◎講習は、更新手続きを警察署で済ませてからの受講となります。なお、更新手続き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、時間に余裕をもって手続きをお願いします。 

◎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。（郵送手数料は、1,000 円かかります。）倶知安の講習会場では手続き

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 

   １日(火) １５時３０分 １０時３０分 １３時００分 ― 

 ８日(火) １５時４５分 ― １０時００分 １３時１５分 

１５日(火) １１時００分 １５時３０分 １３時００分 ― 

                                                      問合せ先：企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

●2015 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、2015 ルスツふるさと

まつりを下記日程で開催します。「いわさき菓子店 ちびっこパ

ン食い競争」と「早食いタイムアタック（アンジェラ佐藤に挑

戦！）」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  

  ２０１５年９月５日（土） １６時 30 分～２１時終了予定 

         ６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 

 ５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、こすもすライブ演奏 

  １８時３０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一番」YASU さん） 

 ６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～キッズダンスパフォーマンス 

ピエロ バルーンパフォーマンス 

  １８時２０分～早食いタイムアタック 

（アンジェラ佐藤に挑戦） 

  １９時３０分～歌謡ステージ 夏目のりこ、松島進一郎 

         安倍 里葎子 

○ 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） 

       

 


