
→裏面もご覧ください。 

 

201５．1２ 

日 月 火 水 木 金 土 

 
 １ ２ ３ ４ ５ 

  ○室内パークゴルフ 

（公民館 1３：00～１５：３０） 

担当：教育委員会 

ほっとなサロン うぃず・ゆー

（公民館 １２：００）

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 13：00～13：15）

担当：保健医療課 

○福祉バス定期運行

（ルスツ温泉） 

特定健康診査及び胃がん・

肺がん・大腸がん検診

（公民館 6：00～10：00）

担当：保健医療課 

●手作り味噌体験学習会①

（道の駅 230 ルスツ 9：00）

担当：教育委員会 

○福祉バス定期運行

（ルスツ温泉） 

特定健康診査及び胃がん・

肺がん・大腸がん検診

（公民館 6：00～10：00）

担当：保健医療課 

●手作り味噌体験学習会②

（道の駅 230 ルスツ 9：00）

担当：教育委員会 

当倶知安厚生病院 

るすつ保育所餅つき会

（子どもセンター １０:００～１２：００）

担当：るすつ保育所 

◎なんでもチャレンジクラブ

（公民館 10：00）

担当：教育委員会 

 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：大泉 担当医：大泉 担当医：大泉 担当医：糸矢  

６ ７  ８ ９ 1０ 1１ 1２ 

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 

◇地区連絡員文書配布 

○英会話講座 

（子どもセンター １０：３０）

担当：子育て支援センター 

●そば打ち講習会 

（公民館 ９：００）

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１３：００～１３：１５）

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：糸矢 担当医：糸矢  

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 

離乳食教室 

（子どもセンター １０：0０）

担当：保健医療課 

○室内パークゴルフ 

（公民館 １３：００～１５：３０）

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 13：00～13：15）

担当：保健医療課 

 

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 

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 

○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） 

留寿都中学校 2 学期終業式

 

当倶知安厚生病院 

 

○クリスマスツリー製作

（子どもセンター １3:００～１6：００）

担当：小型児童館 

 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ 粗大ごみ 

（申込締切：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 2２ 2３（天皇誕生日） 2４ 2５ 2６ 

当倶知安厚生病院 

 

留寿都高等学校振替休日 

○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 １３：００～１５：３０）

担当：教育委員会 

◇地区連絡員文書配布 

 留寿都高等学校登校日

 

当倶知安厚生病院 

 

○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） 

留寿都高等学校休業前集会
 

国民健康保険税第 7 期納期限

後期高齢者医療保険料第 7 期納期限

村・道民税第 4 期納期限

介護保険料第６期納期限
 

留寿都小学校２学期終業式

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  

2７ 2８ ２９ 3０ ３１ 
 

 
当倶知安厚生病院 

 

○小型児童館主催 

「マジシャンやまち

ゃんマジックショー」

（子どもセンター １３：３０）

担当：小型児童館 

○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

○室内パークゴルフ 

（公民館 １３：００～１５：３０）

担当：教育委員会 

 

 

 

 

 

※ごみの収集日を変

更していますのでご

注意ください。 

●役場・公民館・武道館・診療所

年末年始休業（１/５まで） 

●ルスツ温泉 17 時まで営業

（1/1～1/3 休業）

  

 生ごみ 燃やせるごみ 資源ごみ①③・有害ごみ 生ごみ   
 担当医：糸矢 担当医：大泉 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1４日（日）

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  

 

 

●防災広報無線は毎

週木曜日放送です。 



発行：留寿都村役場企画課 電話 0136-46-3131 

●喜茂別救急隊が救急救命士の運用を開始します● 

 

 

 

 

 

 

 

 

○救急隊の資格の中に「救急隊員」と「救急救命士」があり、それぞれ認められている処置の内容が異なります。 

○救急隊員に認められている処置は、意識や呼吸状態、心音の確認や、心電図の測定等の「観察」、そして、人工呼吸、酸素吸入、骨折

時の固定等「応急処置」です。 

○これに加え、救急救命士には、次のような「救命処置」が認められています。 

○救急救命士が心肺機能停止者に対し認められている「救命処置」                                       

1. 口やのど元にチューブを入れ酸素を肺に直接送る。 

2. 静脈に点滴処置を行う。 

3. 心電図波形を判断し心臓に電気的刺激を与え正常なリズムにもどす。 

○救急救命士の運用開始により、一人でも多くの救える命を救うことができるようになります。                   

 問合せ先：消防署留寿都支署 

 

●年末年始の営業等● 

  ◯ 役場（問合せ先：総務課） 

   平成２７年１２月３１日（木）～平成２８年１月５日（火）   

    ※閉庁時も出生届・死亡届・婚姻届等の受付などの業務は行いますので、閉庁時は下記までご連絡ください。 

       ９時～１７時 電話 0136-46-3131  １７時～翌朝９時まで 電話 0136-23-2054（協和総合管理（株）） 

  ◯ 歯科（問合せ先：後志歯科医師会 地域医療担当 村山歯科真狩診療所 電話 0136-48-2525） 

   歯科医院の年末年始休日当番診療所は次のとおりです。なお、診療時間は９時～昼１２時までとなっております。 

       １２月２９日 カワバタ歯科（倶知安町南２西２２-16-３） 電話 0136-22-6480 

       １２月３０日 留寿都歯科診療所（留寿都村字留寿都 176） 電話 0136-46-3203 

       １２月３１日 蘭越町立歯科診療所（蘭越町蘭越 253）電話 0136-57-5181 

        １月 １日 ニセコ歯科（ニセコ町字有島 8-136） 電話 0136-43-2225 

        １月 ２日 伊藤歯科医院（倶知安町北 1 西 2-20） 電話 0136-22-1595 

        １月 ３日 ふじ歯科クリニック（喜茂別町字喜茂別 356-1） 電話 0136-31-2141 

  ◯ 診療所・公民館・武道館（問合せ先：診療所  公民館・武道館は教育委員会） 

   平成２７年１２月３１日（木）～平成２８年１月５日（火） 

  ◯ ルスツ温泉（問合せ先：企画課） 

   本年もたくさんのご愛顧ありがとうございました。年始は１月４日（月）から通常営業となります。 

   １２月３１日は１７時までの営業とし、１月１日～１月３日までは休業します。 

 

●１２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をしてください。 

 問合せ先：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

  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   

蘭 越 町 山 村

開発センター
９日(水) １３時３０分    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

留寿都村で救急車を要請した場合、近隣の救急車が駆けつけます。 

そのうち９割以上出動している喜茂別救急隊が平成２８年１月１日 

より救急救命士が搭乗した活動を行います。


