
→裏面もご覧ください。 

 

201５．11 

日 月 火 水 木 金 土 

１  ２   ３ （文化の日） ４  ５ ６ ７ 

当倶知安厚生病院 

○公民館講座 陶芸教室 

（深草窯 10：00） 

村・道民税第３期納期限 

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 

当倶知安厚生病院 

留寿都高等学校登校日 

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） 

◇地区連絡員文書配布 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

平成２７年度留寿都

村功労者表彰式 

（公民館 10：00） 

担当：企画課 

当倶知安厚生病院 

るすつ保育所発表会 

（子どもセンター 9：00） 

担当：るすつ保育所 

 

 

 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①③・有害ごみ 

 担当医：糸矢  担当医：糸矢 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 

 

留寿都高等学校振替休日 

○室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～15：30） 

担当：教育委員会 

○村政懇談会 

（市街地・八ノ原・その他）

（公民館 １８：００）

担当：企画課 

 

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 

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 

○木工クラフト教室 

（小型児童館 14：30） 

担当：小型児童館 

当倶知安厚生病院 

●無料登記相談会 

（公民館 10：00） 

担当：総務課 

○菅井貴子講演会 

（公民館 14：00） 

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：大泉 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 

 

●20 日の粗大ごみ

申込締切日 

○室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～15：30） 

担当：教育委員会 

○寿会例会 

（ルスツ温泉 11：00） 

担当：社会福祉協議会 

○献血 

（役場前 13：30～15：00） 

（留寿都高等学校前  

15：20～16：00）  

担当：保健医療課 

 

 

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 

○アンガーマネジメ

ント講座 

（子育て支援センター 10：30） 

担当：教育委員会 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

１歳６か月児・３歳

児健康診査 

（子どもセンター 受付 12：45～14：00）  

担当：保健医療課 

 

○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 

（申込締切り：１6日（月）） 
資源ごみ①③ 

 担当医：糸矢 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉  

22 23（勤労感謝の日） 24 25 26 27 28 

当倶知安厚生病院 

 

当倶知安厚生病院 

○室内パークゴルフ 

（公民館 13：00～15：30） 

担当：教育委員会 

 介護保険料第５期納期限 

 

○福祉バス定期運行 
（ルスツ温泉） 

○健康スポーツ教室

（フロアカーリング教室） 

（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） 

留小縁日 

（小学校 8：55） 

担当：留寿都小学校 

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  

29 

 

当倶知安厚生病院 

 

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 

○高齢者ふれあい交流会 

（役場前 10：00発） 

担当：社会福祉協議会 

固定資産税第４期納期限 

国民健康保険税第６期納期限  

後期高齢者医療保険料第６期納期限 

     

 生ごみ      

 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 

 

●冬の交通安全を防ごう～冬の交通安全運動～● 

 

この時期、日没が一層早まり、夕暮れ時から夜間にかけて歩行者や自転車を利用している方が被害に遭う交通事故が多発する傾向にあり

ます。 

また、これからは、突然の降雪、吹雪といった天候の変化による視界の悪化が原因の交通事故や路面凍結など路面状況の変化によるスリ

ップ事故の発生も懸念されます。早めに冬タイヤへの交換を行うとともに、交通ルールの遵守や思いやりのあるマナーの実践を心がけ、交

通事故の発生を防ぎましょう。 

 

○冬の交通安全運動期間 １１月１１日(水)～１１月２０日(金)までの１０日間 

○運動の重点 

・高齢者の交通事故防止 

・凍結路面等のスリップによる交通事故防止 

・飲酒運転の根絶 

 

［ドライバー、同乗者の皆さんへ］ 

○ 初冬期の早朝や夕方は部分的に路面凍結となることがあります。橋の上や日陰となる場所、黒っぽく見える部分等を走行する場合は、路 

面の凍結に注意しましょう。 

○ 積雪や凍結のため、路面状況が悪化し、交差点での追突やカーブでの正面衝突の危険性が高くなります。気象や道路情報などを十分把握 

するとともに、速度の抑制、車間距離の十分な確保を心がけ、常に危険に対応できる運転をしましょう。 

○ シートベルトはもしもの時の命綱です。「近所までだから」、「慣れている道だから」と油断せず、後部座席を含めたすべての座席で 

シートベルトを必ず着用しましょう。また、６歳未満の幼児を乗車させるときは、必ずお子様の体格にあったチャイルドシートをしっか 

りと取り付け、ゆるみなどが生じないようにしっかりと着用させましょう。 

○ 飲酒運転は重大な犯罪です。飲酒が予想される場所には車で出掛けないようにしましょう。また、周りの皆さんも運転者が飲酒すること 

のないよう注意しましょう。 

                     

 問合せ先：企画課 

●村政懇談会を実施します● 

  

下記日程で、市街地と八ノ原地区の村政懇談会を実施します。他の地区にお住まいで地区の懇談会には出席できなかった方や町内会に属

していない方など、住民の方であればどなたでも参加できますのでお気軽にお越しください。 

 

  ◯日時 平成２７年１１月１０日（火） １８時から 

  ◯場所 留寿都村公民館 

  ◯内容 行政近況報告と教育行政近況報告、総合計画実施計画の進行状況、質疑応答 など  

 

 

 

●１１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、時間に余裕をもって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。（郵送手数料は、1,000 円かかります。）倶知安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をしてください。 

  

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 

 １１日(水) １５時３０分 １０時３０分 １３時００分 ― 

１７日(火) １５時４５分 ― １０時００分 １３時１５分 

２４日(火) １１時００分 １５時３０分 １３時００分 ― 

                                                      問合せ先：企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

     


