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　夏を迎えると、気温や
湿度の高い日が増え、熱
中症の注意が必要となり
ます。
　熱中症とは、体温調整
の機能が働かず、体内に
熱がこもってしまうこと
で、目まいや失神、吐き気、けんたい感、重症化
すると、意識を失いけいれんや高体温を引き起こ
す場合があります。
　熱中症は炎天下で無理に運動した時以外にも暑
い室内や車の中に長時間いることで引き起こすこ
とがあります。
　意識がもうろうとしたり体がけいれん、体温が
極端に高い場合は危険な状態のためすぐに119番
通報をしましょう。
熱中症予防改善策について
・暑さに合せた服装をしましょう。
・�夏のシーズンを通して暑さに負けない体づくり
をしましょう。
・室内や車内の温度には気をつけましょう。
・こまめに水分補給をしましょう。

〈平成30年５月17日撮影〉加地　柚
ゆずは

葉ちゃん
加地　文也さん（平　和）

河野　了
りょうえ

依くん
河野　了俊さん（川　上）

中野　琴
ことは

葉ちゃん
中野千亜紀さん（阿歴内）

宮西　俊
しゅんすけ

輔くん
宮西　裕さん（　旭　）

　広報しべちゃで掲載された写真は、データ形式
にて提供しますので、お気軽に連絡してください。
▽連絡先／役場企画財政課地域振興係
　（２階⑰番窓口☎内線224）

広報しべちゃに掲載した写真を
データ提供します

消防だより
ホームページ
 http://www.town.shibecha. hokkaido.jp/~sfsma/

標茶消防署☎485-2021
　５月下旬に道内で使用期限切れの消火器を新品
のものとして売りつける悪質な詐欺がありました。
一般住宅は消火器の設置義務はありませんので不審
な業者が来て、消火器をすすめてきた時は不用意に
購入しないようにしましょう。
　消火器の使用期限は一般的に８～10年です。期限
切れの消火器を使用して破裂した場合、ケガや事故
につながりますので注意が必要です。
不審な訪問販売や点検業者の対応ついて
・�聞き覚えのない業者が来た時は、不用意にドアを
開けないでください。
・�業者の身なりをしているからと安心せず、身分の
確認をしましょう。
・�断る時は、あいまいな言葉を使わずにはっきりと
断りましょう。
※�標茶消防署は消火器や住宅用火災警報器の販売や
あっ旋は行っておりません。不審な点検業者や消
防職団員を名乗り販売に来たら警察や標茶消防署
までご連絡ください。

消火器の点検方法、処分方法について
・安全ピンはついていますか？
・キャップはゆるんでいませんか？
・キャップや本体にサビや亀裂はありませんか？
・ホースにヒビは入っていませんか？
・�圧力ゲージのあるものは針が緑の所にありますか？
・使用期限は切れていませんか？
※�町内では期限切れの消火器を回収していません。
標茶消防署のホームページにリサイクル業者、特
定窓口を掲載していますのでご覧ください。

悪質な訪問販売に注意

熱中症に注意！
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　　 障がい者相談支援事業 相談日のお知らせ
■相談日／７月４日㈬、11日㈬、18日㈬、25日㈬
■場所／役場保健福祉課社会福祉係
※事情により来庁できない方のために訪問相談も行っています。
また、上記相談日以外も随時受け付けていますので、相談希
望の方は下記へお気軽にご連絡ください。　
■問い合わせ／
◦役場保健福祉課社会福祉係（１階④番窓口☎内線132）
◦ハート釧路障がい者相談支援事業所（☎0154-32-7400）

暮らしいきいきカレンダー

　町立病院で子宮頸がん検診を希望され
る方は、ふれあい交流センター（☎485-
1000）へ。釧路がん検診センターでの乳が
ん・子宮頸がん検診を希望される方は、直
接釧路がん検診センター�（☎0154-37-3370）
へ申し込みください。

　　乳がん・子宮頸
けい

がん検診

母子健康手帳の交付はふれあい交流センター
で受け付けています。

７月
１㈰ ２㈪ ３㈫ ４㈬ ５㈭ ６㈮ ７㈯

◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

８㈰ ９㈪ 10㈫ 11㈬ 12㈭ 13㈮ 14㈯
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦ わんぱく
　10:00～11:30（幼）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30～15:30（交）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

15㈰ 16㈪ 17㈫ 18㈬ 19㈭ 20㈮ 21㈯
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦遊びの広場　
　10:00～11:30（親）
◦介護者のつどい
　13:30～15:30（交）

◦1歳6カ月健診
　9:30～9:45（交）
※対象は平成28年
　11・12月生まれ
◦乳児健診
　 13:00～13:15(交)

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

22㈰ 23㈪ 24㈫ 25㈬ 26㈭ 27㈮ 28㈯
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）
　　　　　　　　　
　　

◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30～15:30（交）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

29㈰ 30㈪ 31㈫
◦健康相談
　 9:00～15:00(交)
◦子育てサロン
　（全乳幼児）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

８月上旬の予定
◦３日㈮…子育てサロン（0・1歳）
◦６日㈪…健康相談
　　　　　子育てサロン（全乳幼児）
◦７日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦８日㈬…生きがいリハビリ教室
　　　　　「ひまわり」

（交）…ふれあい交流
　　　センター
（幼）…幼稚園
（親）…親水公園
　　　（駒ケ丘公園）
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発行／標茶町役場／編集／地域振興係／発行日／

標茶町役場　　　　　　  ☎485-2111　　　FAX485-4111
町ホームページ　　　　   http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/ 
携帯電話版ホームページ   http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/i/ 
町公式Facebook            https://www.facebook.com/town.shibecha/
Eメール                         info@office.town.shibecha.hokkaido.jp 

広報しべちゃは、環境保護のために古紙配合率100％再生紙および
100％植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

カメラ付き携帯電話の
機能にバーコードリー
ダーがある方は、ＱＲ
コードからもアクセス
できます。ＱＲコード

平成30年７月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

５月１日～５月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

齊藤　一
かずひ

妃ちゃん 　一也さん 旭

内藤　結
ゆあ

愛ちゃん 　政夫さん 塘 路

佐藤　芹
せりか

香ちゃん 　栄さん 栄

渡邊　美
みき

生ちゃん 　尚大さん 磯 分 内

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

東海林多美子さ　ん 85歳 ルルラン

野村　直助さ　ん 93歳 磯 分 内

若森　清一さ　ん 93歳 磯 分 内

大山　行雄さ　ん 82歳 沼 幌

菊地　健吉さ　ん 93歳 桜

桑嶋　幸治さ　ん 84歳 麻 生

人の動き

注）おたんじょうおよびおくやみコー
ナーは、役場へ届け出の際に同意い
ただいた方のみ掲載しています。

５月末現在 前月対比
男 3,689人 9人減
女 3,989人 4人増
計 7,678人 5人減
世帯 3,687世帯 4世帯減

１日㈰ 9:30〜 星空の黒牛カップ少年柔道大会（武道館）

８日㈰ 9:00〜

町民ミニバレーボール大会　　　　　　　
（農業者トレーニングセンター）

夏季軟式テニス大会（ふれあいプラザゆう）

11日㈬ 9:30〜 自動車運転免許更新時講習会（優良の方のみ）
（開発センター）

19日㈭ 9:00〜 第33回標茶町交通安全・ 防犯推進高齢者
ゲートボール大会（ふれあいプラザゆう）

29日㈰ 9:00〜 第31回郵便局長杯ミニバレーボール大会
（農業者トレーニングセンター）

��７��月の催し

　７月10日まで下記住宅の入居者を募集します。
■申し込み・問い合わせ／
　役場管理課管財係（１階⑧番窓口☎内線142）

町営住宅入居者募集

団地名 住宅番号 室構成 面積 竣工年度 月 額 家 賃

桜 団 地
S-6-102 2LDK 49.33㎡ H16 16,100～24,000円

S-9-222 3LDK 74.1㎡ H7 22,700～33,800円

麻生団地 A-2-3 2LDK 67.6㎡ H24 21,400～31,900円

虹別団地 N-8 3LDK 74.90㎡ H8 19,000～28,300円

◎月額家賃は世帯人数や年間所得により上の表の幅で変わります。
◎１つの住宅に２件以上の申し込みがあった場合は、選考委員会を開催
し、入居者を決定します。
◎申し込みの結果は20日ごろ郵送でお知らせします。
◎入居が決定した場合、入居者と同程度以上の収入がある連帯保証人（１
人）の連署する請書の提出が必要で、月額家賃の３カ月分の敷金が必
要となります。
◎単身者は１LDK･ ２DK・２LDKまでの住宅のみ申し込みできます。
　ただし、２LDKは２名以上の世帯の申し込みがある場合は、その世帯
が優先されることがあります。
◎持ち家がある方（共有名義も含む）は申し込みできません。
◎町営住宅では犬・猫・鳥などの動物は飼うことができません。
◎６月11日現在、退去届けが出されている住宅です。入居日については、
修繕などにより遅くなる住宅もありますのでご了承ください。

防災・防犯情報などをメール
でお知らせします。利用する
方は左記ＱＲコードを読み取
り、登録してください。

ＱＲコード

ＱＲコード

町営住宅建設・改修のお知らせ
○�桜南団地／平成28年度から現地建て替えが
進められている桜南団地について、Ｍ－
６・７号棟の２棟（木造平屋建１棟４戸）
の建設を着工しました。
○�川上団地／平成29年度から大規模改修が進
められている川上団地３階建について、Ｋ
－２号棟（鉄筋コンクリート３階建１棟12
戸）の改修工事を着工しました。
■�問い合わせ／役場管理課管財係（１階⑧番
窓口☎内線141）


