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　光通信（Bフレッツ）や高速ブ
ロードバンド（ADSL）で接続で
きない地域に、インターネット接
続のための無線LANを整備して
います。
　ADSL並みの速度でインターネ
ットが楽しめ、ご自宅でWi-Fi環
境を整えればスマートフォンや携
帯ゲーム機での動画視聴・ダウン
ロードなども快適に行うことがで
きます。
　なお、無線LANアンテナ設置
のため、建柱工事など高額な工事
費が発生するときは助成制度を用
意しています。詳しくは役場ホー
ムページ（アドレスは20ページ参
照）をご覧ください。
○�無線LANの申し込み／ NPO標

茶インターネットプロジェクト
（SIP）（☎485-4500）
○�ブロードバンドの相談窓口／役

場総務課電算管理係（２階⑫番
窓口☎内線218）

○�主催／標茶消費者協会･ホクレ
ン農業協同組合連合会
○�日時／11月22日㈯、午前９時30

分～
○�場所／開発センター
○�講師／川湯ビレッジ　池上恵子

氏
○�メニュー／牛乳･乳製品を沢山

使った料理４品
○�参加料／無料
○�募集人数／35人
※先着順です。
○�申込締切／11月15日㈯
○�申し込み／標茶消費者協会　中

嶋静子さん（☎485-2891）、江
口サチ子さん（☎485-1051）

　厚生労働省では、「国民お一人
お一人、「ねんきんネット」など
を活用しながら、高齢期の生活設
計に思いを巡らしていただく日」
として、11（いい）月30（みらい）
日を「年金の日」としました。
　この機会に、「ねんきん定期便」
や「ねんきんネット」で、ご自身
の年金記録と年金受給見込額を確
認し、未来の生活設計を考えてみ
ませんか。
　「ねんきんネット」を利用する
と、いつでも自分の年金記録を確
認できるほか、将来の年金受給見
込額を、自分の年金記録を基にさ
まざまなパターンの試算をするこ
とができます。
　「ねんきんネット」は、日本年
金機構のホームページで確認する
か、釧路年金事務所に問い合わせ
ください。
○�問い合わせ／釧路年金事務所
（☎0154-61-6001）

　第８回から３年間「標茶のご当
地グルメをつくろう」というテー
マで進めています。
　平成27年度は第９回目となりま
すが、毎年恒例の試食あり、お楽
しみありのイベントです。標茶の
食材をおいしく食べるいろいろな
アイデアをお持ちのあなた！実行
委員として一緒に標茶の元気を生
み出すイベントを作りませんか？
　実行委員に興味のある方は12
月10日㈬までに下記に連絡して
ください。
　平成27年度は４月18日㈯の開
催を予定しています。
○�問い合わせ／食のつどい実行委

員会事務局　役場農林課農業企
画係（⑯番窓口☎内線242）

　献血にご協力ください。血液が
不足しています。
○日時／11月４日㈫
○場所･時間／
・ 役場前…午前10時～正午
・ 農業協同組合前…午後１時30分

～３時
・ 開発センター前…午後３時30分

～４時30分
　献血をした方には、後日、血液
センターから血液検査結果が送ら
れますので、健康チェックに役立
ててください。
※ 現在ご協力いただけるのは、

200ml献 血 は16～69歳、400ml
献血は男性17～69歳、女性18～
69歳となっています。なお65歳
以上の方の献血は、献血いただ
く方の健康を考慮し、60～64歳
の間に献血経験がある方に限り
ます。

　北海道横断自動車道は、札幌か
ら根室をつなぐ高速道路です。
　平成23年度には夕張～占冠間が
開通し、札幌圏と十勝圏がつなが
りました。今年度は、平成27年３
月29日に浦幌～白糠間が開通し、
平成27年度中には白糠～阿寒間が
開通する予定です。
　高速道路は沿線の市町村の産業
や文化交流の促進、圏域相互の発
展を計るためにも早期完成が望ま
れています。
　路線の現在の建設状況、高速道
路が果たす役割などを展示します
ので、ぜひご覧ください。
○期間／11月８日㈯～20日㈭
○展示場所／開発センター
○�問い合わせ／北海道横断自動車

道釧路地区早期建設促進期成会
（☎0154-31-4599）

11（いい）月30（みらい）日は
「年金の日」です

無線LANでインター
ネットを利用しませんか

思いやりと健康を
献血で贈ります

information

「食のつどい」
実行委員を募集します

高速道路の
パネル展を実施しますホクレン牛乳・

乳製品消費拡大事業
料理講習会参加者募集
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　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20
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）

　町立病院では、平成27年１月１
日から勤務可能な看護師を募集し
ます。
◯�雇用形態／正職員
※ 臨時職員またはパートをご希望

の方は、相談してください。　
◯募集人員／２人
◯�募集要件／昭和34年４月２日以

降に生まれた方で、看護師また
は准看護師の免許有資格者
◯�提出書類／
・履歴書（自筆、写真貼付）
・資格証明書の写し
・ 納税確認書（町内在住者～本

人・配偶者）
◯提出期限／11月14日㈮
※郵送の場合は、当日の消印有効
◯選考方法／面接
◯�提出先・問い合わせ／町立病院

庶務経理係（☎485-2135）

　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／11月28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

　弁護士に直接日頃の悩みを相談
しませんか。
○�日時／11月19日㈬、午後１～４

時
○場所／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）

○申込方法・申込期間／
　12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⑮番窓口☎内線224）
※申込多数の場合は先着順

　 本 町 で
は、分かり
やすく探し
やすい住所
や土地・建物の表示を目指し、平
成７年度から住居表示事業（字名
変更、地番改正）を行っており、
平成20年度までに市街地区全域の
事業を終えています。
　事業が終了した市街地区の方に
は、「住居表示板」の設置をお願
いしています。すでに設置してい
た方でも、住宅の新築やはがれ・
紛失の際は、新しい住居表示板を
お渡ししますので、下記係まで連
絡してください。
　なお、貼り付けの際は、門柱や
玄関など、来訪者が見やすい位置
への設置をお願いします。
○�問い合わせ／役場管理課土地情

報係（１階⑥番窓口☎内線144）

　事業主の皆さん。労働保険の加
入はお済みですか。
　労働保険に加入して、従業員の
方々が安心して働ける職場にしま
しょう。
　労働保険とは、労災保険と雇用
保険の総称で、労働者の生活の安
定、福祉の増進などを図ることを
目的に、国が直接管理運営してい
る保険です。農林水産業の一部を
除き、労働者を一人でも雇用する
事業は、法人・個人を問わず加入
が義務付けられています。
○�問い合わせ／北海道労働局労働

保 険 徴 収 課（ ☎011-709-2311）
または最寄りの労働基準監督
署・公共職業安定所

町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設 町有地売り払い情報 住居表示板は

付いていますか？

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

全道一斉すずらん
無料法律相談の実施

11月は、労働保険適用
促進強化期間です

看護師の募集

広報しべちゃ１月号
有料広告募集

納期限のお知らせ
11月25日㈫は、固定資産税
第４期、国民健康保険税第５
期の納付期限です。
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◎ムックリ（口琴）を作ろう

　アイヌの人たちが使っていた楽
器、ムックリ（口琴）の音色は神
秘的で美しい旋律を奏でます。当
日は、工房サルンパの諏訪良光さ
んを講師にムックリを作ります。
○�日時／11月１日㈯、午後１～３

時
○�定員／15人
○�参加費／300円（材料費）
○�集合・申し込み・問い合わせ／

塘路湖エコミュージアムセンタ
ー（☎487-3003）

◎リースを作ろう

　 も う す ぐ ク
リ ス マ ス。 自
然 の 素 材 を 使
っ て オ リ ジ ナ
ル リ ー ス を 作
成しましょう。
○�日時／11月30日㈰、午後１～３

時
○�定員／15人
○�参加費／500円（材料費）
○�集合・申し込み・問い合わせ／

鶴居村温根内ビジターセンター
（☎0154-65-2323）

　取り引きや証明に使用される電
気メーターは検定が必要で、有効
期限が定められています。有効期
限は、電気メーターに貼られたシ
ールで確認してください。
　シールが無いものや有効期限が
切れた電気メーターは、使用でき
ません。
○�問い合わせ／日本電気計器検

定 所 北 海 道 支 社（ ☎011-668-
2437）、北海道経済産業局電気･
ガス事業室（☎011-709-8353）

　ハローワーク求職登録者対象の
ビジネスワーク科（簿記、給与な
ど）の受講生を募集します。
○�募集人員／15人
○�選考日／12月11日㈭
○�場所／釧路職業能力開発促進セ

ンター
○�訓練期間／平成27年１月５日㈪

～６月30日㈫
○�費用／教科書代…15,000円程度
○�申込期間／11月７日㈮～12月５

日㈮
○�申し込み／ハローワーク釧路
（☎0154-41-1201）

　夫婦関係、遺産相続、土地建物、
金銭貸借、交通事故など家事およ
び民事に関するトラブルを、裁判
所の調停委員が調停で解決する手
続きの相談に無料、秘密厳守で応
じます。
○�日時／11月４日㈫、午前10時～

午後３時（予約不要）　　　
○場所／釧路市役所
○�問い合わせ／釧路簡易裁判所釧

路調停協会事務局（☎0154-41-
4171）

　地元で就職を希望している高校
生と企業の方との新規高卒者就職
促進会（面接会）を開催します。
　地元就職を希望する高校生が多
数参加します。企業の皆さんの積
極的な参加をお待ちしています。
　来春の採用計画が未定の企業
も、この機会に新規高卒者の採用
をぜひ検討していただき、参加し
てみてください。
○�日時／11月６日㈭、午後１～４

時
○�場所／釧路キャッスルホテル
○�申し込み・問い合わせ／釧路公

共職業安定所（ハローワーク）
職業相談第２部門（☎0154-41-
1201）

　６地区公民館の文化祭展示作品
が総結集します。
○�展示期間・時間／11月７日㈮～

９日㈰、午前９時～午後５時
※最終日は午後１時まで
○�展示会場／コンベンションホー

ルうぃず

電気メーターの有効
期限を知っていますか

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

裁判所の調停委員による
無料調停相談会の開催

information

１月受講生募集 新規高卒者就職促進会
に参加してみてください

標茶町総合文化祭
合同作品展

　人権擁護委員による「特設人権相談所」が下記のとおり開設されますの
で、お気軽に相談してください。なお、相談は無料で秘密は守られます。
○日時／12月１日㈪、午後１～３時　　○場所／社会福祉センター
○�相談内容／家庭の問題、不動産や金銭貸借、損害賠償などの民事問題の

ほか刑事問題、行政、労働、近隣関係その他いじめや差別、嫌がらせな
どの人権問題

　このほど、虹別の髙澤俊一さんが法務大臣から人権擁護
委員に委嘱されました。町内には髙澤さんのほかに２名の
委員がおり、人権に関わる悩みごとなどに応じます。
○�本町の人権擁護委員／髙澤俊一さん（虹別☎488-2454）、

小山内絹子さん（旭☎485-2336）、石窪しのぶさん（塘
路☎487-2329）

人権に関する相談はこちらへ
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　次のとおり学生を募集します。
○�募集科目／電気工学科、建築技

術科、自動車整備科
※ 自動車整備科に、新たに若年者

学び直し自己推薦制度を設けま
した。技専でのキャリア形成に
より、確かな技能取得と就職を
目指しましょう。

○�募集定員／
・ 推薦入学（学校長推薦（新規高

卒者））…電気工学科・ 建築技
術科各10人、自動車整備科７人

・ 若年者学び直し自己推薦（過年
度卒者・ 離転職者）（25歳未満

（平成27年４月1日現在）の方対
象）…自動車整備科７人

・ 一般入学…３科ともに各20人か
ら推薦選考による入校決定者を
除いた数

○�訓練期間／２年
○�訓練諸経費／入校料・授業料・

教科書・工具などの経費
○�出願期間／
・ 推薦入学…11月１日㈯～15日㈯
・ 一般入学…11月16日㈰～12月５

日㈮
○�試験日時・内容／
・ 推薦入学…11月20日㈭、面接
・ 一般入学…12月10日㈬、学科試

験（国語、数学）および面接
○�問い合わせ／北海道立釧路高等

技術専門学院（☎0154-57-8011）

　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（訓練期間、一年または二年）
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。
○願書受付期間／11月１～20日
○�問い合わせ／北海道障害者職業

能力開発校（☎0125-52-2774）

　防衛省では、下記のとおり平成
27年４月採用の陸上自衛隊高等工
科学校の生徒を募集します。中学
校を卒業し当学校３年修了時に
は、高等学校の卒業資格が取得で
きるとともに卒業時（修業年限４
年）には３等陸曹に任命される魅
力的な制度です。
○�募集種目／陸上自衛隊高等工科

学校・自衛官候補生
※ 高等工科学校は、推薦制度もあ

ります。
○�応募資格／
・ 高等工科学校…中学校卒業見込

み・17歳未満の方
・ 自衛官候補生…18歳以上27歳未

満
○�受け付け／11月１日㈯…平成27

年１月９日㈮
※自衛官候補生は随時
○�試験日程・場所／
・ 高等工科学校…平成27年１月24

日㈯、釧路市生涯学習センター
・ 自衛官候補生…11月23日㈰、12

月13日㈯、釧路駐屯地
○�問い合わせ／役場総務課庶務係
（２階⑫番窓口☎内線211）、自
衛隊帯広地方協力本部釧路出張
所（☎0154-22-1053）

　飲食店などの各米穀事業者に
は、提供・ 販売している「お米」
の産地標記や記録を作成・保存す
ることが米トレーサビリティ法に
よって義務付けられています。
　皆さんが食べるお米の「安心・
安全」につながる大変重要な法律
です。詳しくは下記に、問い合わ
せください。
○�問い合わせ／北海道農政事務所

釧路地域センター（☎0154-23-
4401）

　腎臓は尿を作ったり血圧を調整
するなど、人が生きる上でとても
重要な臓器です。
　腎臓病の理解と治療、近年増加
している慢性腎臓病の予防などに
ついて講演していただきます。
○�日時／11月28日(金)、午後１時

30分～３時
○�場所／ふれあい交流センター
○�テーマ／「もっと知って、守ろ

う腎臓！」
○�講師／市立釧路総合病院泌尿器

科部長　新藤純理氏　
○�問い合わせ／ふれあい交流セン

ター健康推進係（☎485-1000）

　交通事故などで脳外傷や脳卒
中、脳炎などの脳の疾病により記
憶や感情を障がいされさまざまな
問題を引き起こす【高次脳機能障
害】をご存知でしょうか。
　患者数は全国に約50万人いると
も言われ、その数は確実に増え続
けています。患者は日常生活の中
でさまざまな不都合や暮らしにく
さに直面していますが、外見から
は障がいが分からないため、周囲
の人の理解が得られにくいのが実
情です。
　今回は作業療法士などから地域
連携の講演をいただく予定です。
　多くの皆さんの参加をお待ちし
ています。
○�日時／11月15日㈯
・受付…午後０時30分
・講演…午後１時30分～５時
○場所／アクアベール
○参加費／無料
○�問い合わせ／地域生活支援セン

ター・ハート釧路（☎0154-32-
7400）

自衛隊生徒を
募集します Gisen入校生募集 健康づくり講演会の

お知らせ
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米トレーサビリティ法を
ご存知ですか

北海道障害者職業能力
開発校入校生募集

第８回脳外傷
リハビリテーション講習会


