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　標茶消費者協会は、ご飯の健康
性とご飯を中心とする日本型食生
活の良さを広め、北海道米や農・
畜・乳製品の消費拡大を目的に料
理講習会を開催します。
○�日時／11月21日㈯、午前９時30
分～午後２時

○場所／開発センター
○講師／栄養士　中本啓子氏
○定員／35人（先着順）
○参加費／無料
○申込締切／11月10日㈫
○�申し込み・問い合わせ／標茶消
費者協会�事務局�中嶋さん（☎
485-2891）、江口さん（☎485-1051）

　11月は労働保険適用促進強化期
間です。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
１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

　しべちゃレクリエーションクラ
ブでは、「スポーツ吹矢」講習会を
開催します。
　「スポーツ吹矢」は、ゲーム感覚
で楽しめるスポーツで、年齢や性
別を問わず、いつでもどこでも手
軽に楽しめます。また、スポーツ
吹矢式呼吸方法によるさまざまな
健康効果があり、実際に体験して
得られた健康効果は数多く寄せら
れています。
（ただし、個
人差がありま
すのですべて
の人に当ては
まるとは限り
ません）
　この機会にぜひ参加してみませ
んか。
○�日時／11月11日㈬、午後１時30
分～３時
○場所／開発センター
○�講師／NPO法人桜が丘ひぶなク
ラブ代表・スポーツ吹矢公認指
導員　菅原堅治氏
○参加費／500円（マウスピース代）
○定員／30人
○�その他／汗をかくのでタオルや
飲み物を持参し、動きやすい服
装でお越しください
○申込締切／11月９日㈪
○�申し込み・ 問い合わせ／しべ
ちゃレクリエーションクラブ代
表　柳田さん（☎485-2227）

　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
※�自動車整備科は昨年度から実施
している若年者学び直し自己推
薦制度によって、入校生の対象
年齢が広がり、出願しやすく
なっています。確かな技能・知
識・資格取得を通して就職を目
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）（35歳未満
（平成28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）

Gisen入校生募集 「スポーツ吹矢」
講習会の開催

北海道米消費拡大
料理講習会を開催します

労働保険適用
促進強化期間

　これまでスプレー缶やカセットボンベは、中身を使い切り、穴をあけてから廃棄するようお願いしていま
したが、今後は穴をあける必要はありません。近年のスプレー缶製品には「ガス抜きキャップ」が付いてお
り、穴をあけなくても簡単に中身を出し切れるようになっています。カセットボンベについては、カセット
コンロのほうに「ヒートパネル」という、火が消えるまで使用すればカセットボンベの中身を使い切れる機
能がついています。（平成19年以前に製造されたカセットコンロは、この機能がない場合があります）
　スプレー缶やカセットボンベには可燃性の高いガスが使われています。事故を防止するために、これまで
どおり必ず風通しの良い屋外で、中身を出し切ってから、もやせないごみで廃棄してください。

■問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎485-2111内線127）

スプレー缶◦カセットボンベを捨てるときに穴あけが不要になりました

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報 information
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　特別養護老人ホームやすらぎ園
では、平成28年１月１日から勤務
可能な調理員の臨時職員１人を募
集します。
○�募集要件／変則勤務のできる健
康な方（調理師免許の有無は問
いません）

○提出書類／
・履歴書(写真貼付)
・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者分）

○提出期限／11月30日㈪
※郵送の場合は当日消印有効
○�提出先・問い合わせ／特別養護
老人ホームやすらぎ園（☎485-
3501）

　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、郵便受けなど、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⑦番窓口☎内線144)

◎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。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７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29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）

　献血にご協力ください。血液が
不足しています。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
チェックにお役立てください。
○献血実施日／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
※�平成23年４月１日の採血基準改
正により、従前、男女とも18歳
以上としていた400㎖献血は、
男性に限り17歳以上からご協力
いただいています。

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

information

　町立病院では、12月１日から勤
務可能な運転手の臨時職員１人を
募集します。
○�募集要件／普通自動車運転免許
証を有する60歳以下の方

○�業務内容／通所リハビリ利用者
の送迎兼見守り業務

○�勤務時間／午前８時30分～午後
５時15分（平日のみ）

○提出書類／
・中型自動車運転免許証の写し
・履歴書（自書、写真貼付）
・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人および配偶者分）

○選考方法／面接
○提出期限／11月13日㈮
※郵送の場合は、当日消印有効
○�提出先・問い合わせ／町立病院
（☎485-2135）

　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。離婚などの家庭問題や隣近
所のもめごとなどの相談がありまし
たら、お気軽に相談してください。
相談は無料で、秘密は守られます。
◯�日時／12月７日㈪、午後１～３
時

◯場所／社会福祉センター

○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

やすらぎ園調理員を
募集します

町立病院運転手を
募集します

人権に関する相談は
こちらへ

思いやりと健康を
献血で贈ります

住居表示板は
付いていますか？

広報しべちゃ12月号
有料広告募集
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　本町では、麻生・平和地区の町
有地の売払いを行っています。
○�売り払い物件・価格／町ホーム
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（町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⑧番窓口☎内線141）

　弁護士に直接日頃の悩みを相談
しませんか。
○�日時／11月11日㈬、午後１～４時
○場所／役場図書室（予約制）
○�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・問い合わせ／役場総務課
庶務係（２階⑬番窓口☎内線
211）

　国立北海道障害者職業能力開発
校では、求職中の障がい者を対象
に平成28年度入校生（訓練期間１
年または２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日㈰～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、平成28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
○�受付期間／11月１日㈰～平成28
年１月８日㈮
※自衛官候補生は随時
○�試験日程・場所／
・�高等工科学校…平成28年１月23
日㈯、釧路市生涯学習センター
・�自衛官候補生…11月23日㈪、12
月12日㈯、釧路駐屯地
○�問い合わせ／役場総務課庶務係
（２階⑬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）

　釧路調停協会所属の調停委員
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

○�場所／釧路市役所防災庁舎
○�相談内容／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こと

○�問い合わせ／釧路簡易裁判所内
釧路調停協会事務局（☎0154-41-
4171）

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

　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30日㈪午後８時まで
○場所／１階⑩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

　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28年度は第10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？
「いいね」と思う方は12月９日㈬
までに下記に連絡してください。
　平成28年度は４月16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（⑰番窓口☎内線242）

町有地売り払い情報

納期限のお知らせ
11月25日㈬は､ 固定資産税
４期、国民健康保険税５期の
納付期限です。

町税および各使用料など
の夜間納付窓口の開設

自衛隊生徒を
募集します

「食のつどい」
実行委員を募集します

全国一斉すずらん
無料法律相談の実施

障害者職業能力開発校
入校生の募集

無料調停相談会の開催


