女性活動の合いことば

一、手と心をつなぎ、明るく豊かな町をつくりましょう。
一、互いに人格を認めあい、奉仕の心を養いましょう。

一、からだをきたえ、人生に希望と誇りをもちましょう。

一、力を合わせて、薫り高い郷土の文化をつくりましょう。

エプロンピックが開催されました

子どもの夢を育てる
まつりに参加して
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鈴代

も の 焼 き 鳥 を 販 売 し て お り、
毎年感心しています。
そして、商工会女性部によ
る商売のたくましさ！これま
た凄いと思います。
当日は年配の方もお孫さん
たちと一緒に来ていました。
来年は、できれば休憩所の
テントを一張り用意すれば喜
ばれるのではないかと、標女
連の会議で反省として出され
ましたので、実行委員会で次
年度以降の計画として検討し
ていただければと思います。
来年もまた、元気な子ども
たちの姿を見られることを楽
しみにしています。

会 の 動 き

■７月 日 子どもの夢出
店
■７月 日 第３回役員会
■８月 日 エプロンピッ
ク│釧路動物園︵ 人︶
■９月５・６日
北海道女性大会︱札幌市
︵４人︶
■９月 日 第４回役員会

30

29

₂₅ 31

10

■
予 ■
定
■ 月 日
男女 平 等 参 画 セ ミ ナ ー
︵開発センター︶

11

会長 山口

今年は７月 日に子どもの
夢を育てるまつりが開催さ
れ、標女連も出店しました。
金 曜 日 の テ ン ト 張 り 作 業、
土曜日の下準備、そして当日
本番と３日間頑張りました。
当日は天候にも恵まれ、多
くの子どもの姿を見て元気を
もらいました。
アイス一つ買うにも一人一
人の性格が出ており、私たち
も楽しむことができました。
ドクターヘリによる訓練も
実施され、興味津々の場面も
ありました。
また、隣のテントでは標子
連が暑い日差しの中で何千本
29

30

８月 日、朝９時に釧路動物園を目指して出発し、 人が参
加しました。
釧路動物園は、新聞紙上などで皆さんもご存知とは思います
が、動物の種類は少なく、現在キリンを２頭買うため募金を集
めています。１頭が１，８００万円でその他に輸送費などを合
わせると、５，０００万円が目標と聞き、参加者から４，２００
円の気持ちを募金し、大変感謝されました。
昼食は憩の家で豪華な食事を食べて帰途に着きました。

エプロンピックのアンケート結果
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◦のんびり見学できた。
◦初めての動物園、楽しかった。
◦食事もおいしかった。
◦もう一カ所見学したかった。
他にもたくさんの感想をいただき
ました。
◎標女連に対しての意見や要望等
◦若い人の参加が増えてきた様に感
じる。
◦参加人数が多くなるように、参加
した人が次回誘うのがいい。
◦料理実習が良いのではないか。
他には役員に対する労いの言葉も
ありました。
アンケートの内容はこれからの標
女連活動に活かしていきたいと考え
ています。
回答してくださった皆さんありが
とうございました。
30人参加で、アンケートには24人
の方に回答をいただきました。
◎参加者の年代集計
◦40代―１人
◦50代―３人
◦60代―14人
◦70代―５人
◦80代―１人
◎今回の事業案内や日時について
「適切だった」と全員が回答してい
ます。
◎標女連の事業で、
「興味・ 関心が
あるもの」を集計すると「女性のつ
どい」が１番でした。
◎参加回数については「初めて」が
２人でそれ以外では２回以上の参加
が多くを占めています。
◎エプロンピックに参加しての感想
◦たくさんの参加で楽しかった。
◦15年ぶりの動物園でした。
◦懐かしい思いです。

平成24年度 第158号
平成24年10月１日
標茶町女性団体連絡協議会
発行責任者 会長 山口 鈴代 標女広報委員会

一、お年寄りを敬い、子供を愛し、円満な家庭をつくりましょう。
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特トク 情 報

特トク 情 報

標茶町役場☎485-2111

information

標茶町役場☎485-2111
町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設
本町では毎月、夜間納付窓口を
開設しています。
今月の窓口開設日は次のとおり
ですので、普段お仕事などで納付
しづらい方、納付方法などについ
て相談したい方は利用してくださ
い。
町税などは、皆さんの暮らしを
支えるための貴重な財源となって
いますので、納税に対するさらな
るご協力をお願いします。
○日時／10月31日㈬
午後８時まで
○場所／役場１階⑨番窓口
○問い合わせ／役場税務課納税係
（☎内線155）および各担当係

全道一斉すずらん
無料法律相談の実施
弁護士に直接日ごろの悩みを相
談しませんか。
○日時／10月18日㈭、午後１～４
時
○場所／標茶町役場図書室会議室
○相談内容／借金、離婚、相続・
遺言、不動産、消費者問題、そ
の他法律問題一般
○相談料／無料（予約制）
○予約・問い合わせ／役場総務課
庶務係（２階⑫番窓口☎内線
211）

広報しべちゃ12月号
有料広告募集
○申込方法・申込期間／
11月５日㈪までに下記係へ申し
込みください。
（原稿は原則電子データ）
○申し込み・問い合わせ／
役場企画財政課地域振興係
（２階⑯番窓口☎内線224）
※申込多数の場合は先着順
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町有地売り払い情報
本町では、麻生・平和地区の町
有地の売り払いを行っています。
○売り払い物件・価格／役場ホー
ムページに掲載（アドレスは24
ページ参照）
○申込方法／普通財産譲与（譲渡）
申請書（役場ホームページまた
は下記係に設置）に必要事項を
記入し、下記係に提出
○受付時間／
午前８時45分〜午後５時30分
（土・日曜日、祝日は除く）
○申し込み・問い合わせ／
役場管理課管財係
（１階⑦番窓口☎内線141）

標茶町振興委員会
委員を募集します
本町では、標茶町振興委員会の
委員を募集します。
○委員の仕事／
◦標茶町振興条例に基づき、町の
振興方策について、町長の諮問
に対し意見を答申します。
◦町の振興施設などに関する調査
および情報収集などの活動を行
います。
※委員会への出席に対し、報酬と
費用弁償を支給します。
○応募資格／
◦本町に居住する20歳以上の方
◦委員会に出席できる方
◦行政職員・議会議員でない方
◦新たな視点と発想で町の振興方
策について意見できる方（これ
までに本町の各種委員として多
数委嘱されていない方）
○公募委員数／２人以内
○委員の任期／委嘱の日（12月１
日予定）から２年間
○募集期間／10月15日㈪～31日㈬
○申し込み・問い合わせ／役場企
画財政課地域振興係（２階⑯番
窓口☎内線223）

平成25年度
入校生募集
国立北海道障害者職業能力開発
校では、求職中の障がい者の入校
生を募集しています。
詳しくは、当校または最寄りの
公共職業安定所まで問い合わせく
ださい。
○訓練期間／１年または２年間
○願書受付期間／11月１日㈭〜20
日㈫
○問い合わせ／北海道障害者職業
能力開発校（☎0125-52-2774）

第６回脳外傷
リハビリテーション講習会
交通事故などの脳外傷や脳卒
中、脳炎などの脳の病気により記
憶や感情を障害され、さまざまな
問題を引き起こす「高次脳機能障
害」をご存知ですか？このたび下
記の日程で講演会とシンポジウム
が開催されます。多くの皆さんの
参加をお待ちしています。
○日時／10月27日㈯、午後１時30
分～５時
○場所／アクアベール（釧路市栄
町8-3）
○内容／
◦講演…「高次脳機能障害者への
社会生活力支援～自立を支援す
る生活版ジョブコーチ～」岐阜
医療科学大学教授 阿部順子先
生
◦シンポジウム…「地域で取り組
む生活支援について」
○問 い合わせ／地域生活支援セ
ンターハート釧路（☎0154-327400）

納期限のお知らせ
10月25日㈭は、町道民税
第３期、国民健康保険税第
４期の納入期限です。

