
 
 

→裏面もご覧ください。 

    

２０１６．12 

日 月 火 水 木 金 土 

 
   １ ２ ３ 

    

 
○福祉バス運休 

特定健康診査及び胃がん

・肺がん・大腸がん検診

（公民館 受付６：００～１０：００）

担当：保健医療課 

○手作り味噌に挑戦①

（地域資源交流センター ９：００）

担当：教育委員会 

○福祉バス運休 

特定健康診査及び胃がん

・肺がん・大腸がん検診

（公民館 受付６：００～１０：００）

担当：保健医療課 

○手作り味噌に挑戦②

（地域資源交流センター ９：００）

担当：教育委員会 

当倶知安厚生病院 

   ごみの収集日→ 生ごみ  有害ごみ・資源ごみ①③

   診療所担当医師→ 大泉 糸矢  

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

当倶知安厚生病院 ◇地区連絡員文書配布 
 

○室内パークゴルフ 

（公民館 １３：００） 

担当：教育委員会 

 乳幼児予防接種 

（診療所 受付１３：００～１３：１５）

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 

○こすもすコンサート

（るすつ子どもセンター 10：30）

担当：子育て支援センター

○福祉バス定期運行 

（ルスツ温泉） 
 

就学時健康診断 

（歯科検診） 

（るすつ子どもセンター ９：３０）

担当：教育委員会 

○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 
 

○なんでもチャレンジクラブ

（公民館 １０：００）

担当：教育委員会 

 生ごみ 燃やせるごみ  生ごみ  資源ごみ①② 
 糸矢 糸矢 糸矢 糸矢 大泉  

1１ 1２ 1３ 1４ 1５ 1６ １７ 

当倶知安厚生病院 

 

○そば打ち講習会 

（公民館 ９：００） 

担当：教育委員会 

●1６日の粗大ごみ

申込締切日 
 

○室内パークゴルフ 

（公民館 １３：００） 

担当：教育委員会 

 乳幼児予防接種 

（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 

（るすつ子どもセンター 受付１３：００～１４：３０）

担当：保健医療課 

○健康スポーツ教室 

（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） 
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 粗大ごみ 

（申込締切：１２日（月））
資源ごみ①③ 

 大泉 大泉 大泉・整形外科 大泉 大泉  

１８ １９ ２０ 2１ 2２ 2３（天皇誕生日） 2４ 

当倶知安厚生病院 ○室内パークゴルフ 

（公民館 １３：００）

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

◇地区連絡員文書配布 乳幼児予防接種 

（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） 

留寿都小学校２学期終業式

留寿都中学校２学期終業式

○クリスマス会 

（るすつ子どもセンター ９：１５）

担当：子育て支援センター

○ピエロのぐっちくん

クリスマスバルーンショー

（るすつ子どもセンター １５：００）

担当：小型児童館 

当倶知安厚生病院 
 

○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  生ごみ  資源ごみ①② 
 糸矢 糸矢 糸矢 糸矢   

2５ 2６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
当倶知安厚生病院 
 

○室内パークゴルフ 

（公民館 １３：００） 

担当：教育委員会 

○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

村・道民税第４期納期限

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

介護保険料第６期納期限

留寿都高等学校休業前集会 乳幼児予防接種 

（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） 
当倶知安厚生病院 

●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）

（1/４は定休日） 

 生ごみ 燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ 資源ごみ①③ ←変更 
 糸矢 糸矢 大泉・整形外科 大泉 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１２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 

 

●防災広報無線は毎週木曜日 

 放送です。 

ごみの収集日を変更していますのでご注意ください。



発行：留寿都村役場企画観光課 電話 0136-46-3131 

●ルスツ温泉の臨時休業・老人福祉バスの運休● 

 

◯ 施設修繕のため、次のとおりルスツ温泉を臨時休業させていただきます。 

     １２月１日（木）～１２月２日（金）   

    ※１２月３日（土）より通常営業いたします。 

    ※大変、ご不便をおかけしますが、施設を快適にご利用いただくために行う 

修繕ですので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

問合せ先：企画観光課 

 

  ○ ルスツ温泉の臨時休業に伴い、老人福祉バスの定期運行についても、次のとおり 

運休させていただきます。 

１２月１日（木）・１２月２日（金）          

 

問合せ先：住民福祉課 

 

 

●年末年始の営業等● 

  ◯ 役場（問合せ先：総務課） 

      年末年始に伴い、次のとおり閉庁となります。  

    平成２８年１２月３１日（土）～平成２９年１月５日（木）   

     ※閉庁時も出生届・死亡届・婚姻届など戸籍関係の受付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 柏谷歯科医院（倶知安町南１西１-23） 電話 0136-22-3708 

       １２月３０日 カワバタ歯科（倶知安町南２西２-16-3）電話 0136-22-6480 

       １２月３１日 くにもと歯科医院（倶知安町北３東１）電話 0136-23-1971 

        １月 １日 村山歯科真狩診療所 （真狩村字真狩 35） 電話 0136-48-2525 

        １月 ２日 蘭越町立歯科診療所（蘭越町蘭越 253） 電話 0136-57-5181 

        １月 ３日 中川歯科医院（倶知安南１東３） 電話 0136-23-2200 

  ◯ 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） 

   年末年始に伴い、次のとおり休診・休館となります。 

平成２８年１２月３１日（土）～平成２９年１月５日（木） 

  ◯ ルスツ温泉（問合せ先：企画観光課） 

   年始は１月５日（木）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。 

   １月４日（水）は定休日です。 

 

 

●１２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。開始時刻に遅れた場合は受講できません（講習は３０分前より受け付けいたします。）。 

○ 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。倶知安町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をしてください（郵送料は、1,000 円かかります。）。 

 

 問合せ先：住民福祉課

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

会 場 名 

  区分 

 

講習日 

優 良 一 般 違 反 初 回 

倶知安町文化

福祉センター

６日(火) １５時３０分 １０時３０分 １３時００分   

１３日(火) １５時４５分   １０時００分 １３時１５分

２０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
１４日(水) １３時３０分       


