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○日時／９月15日㈰
・スタート�標茶駅前（午前10時）
・ゴール�農業者トレーニングセ
ンター前（午後０時10分ごろ）
○�お願い／選手の安全を守るた
め、次のとおり皆さんのご協力
をお願いします。
・�当日は一部交通規制を実施しま
す。近くを通行する際は、警察
官や交通安全指導員の指示に従
い、コース周辺の路肩や歩道脇
には駐停車しないでください。

・�今年度、第３・４中継所は磯分
内酪農センター駐車場に変更と
なりました。これに伴い、午前
９時から競技終了まで、セン
ター駐車場は使用できません。

・�レース中は自動車や自転車など
による併走、飲み物の提供、そ
の他援助は一切認めていませ
ん。違反チームは失格となりま
すので注意してください。

・�沿道で観戦する方は、走行選手
の妨げにならないようお願いしま
す。特に中継所付近は選手や競
技役員で混雑します。競技役員
の指示に従ってください。自動車
などで場所を移動しながらの観
戦は交通渋滞を招き、走行選手
の妨げになるのでやめましょう。
○�問い合わせ／農業者トレーニン
グセンター（☎485-2434）

○�申込方法／下記係へ申し込みく
ださい。（原稿は原則電子データ）
○�申込期限／
・10月号�９月５日㈭
・11月号�10月７日㈪
○�申し込み・問い合わせ／役場企
画財政課地域振興係（２階⑰番
窓口☎内線224）
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第47回標茶町駅伝
競走大会当日のお願い

　スポーツ吹矢は、精神を統一さ
せて体中の空気を一気に吐き出
し、離れた円形の的に矢を当てて
得点を競うスポーツです。矢を吹
き飛ばすため、腹式呼吸で普段よ
り多く酸素を吸う必要があり、体
にとても良い効果をもたらしま
す。
　運動不足が気になる方は、ス
ポーツ吹矢で健康づくりをしてみ
ませんか。
○�活動日時／第２・４水曜日、午
後１時30分～３時30分
○場所／開発センター
○�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（☎080-1865-6015）

　北海道では
受動喫煙対
策を推進する
ため「北海道
受動喫煙防止
条例（仮称）」
の制定に向けた検討を進めていま
す。住民と施設を管理されている
方を対象に、条例の骨子となる基
本的な考え方のほか、改正健康増
進法の概要、職場における受動喫
煙防止対策の取り組みや支援制度
に関する説明会を開催します。
○�日時／10月９日㈬、午後２時30
分～４時（午後２時受付開始）
○�場所／釧路市観光国際交流セン
ター
○申込締切／９月30日㈪
○�申し込み・問い合わせ／北海道
保健福祉部地域保健課健康づく
りグループ（☎011-204-5767）

高次脳機能障害リハビリ
テーション講習会

　第１回高次脳機能障害リハビリ
テーション講習会in中標津「多い
のに見えない障がい～高次脳機能
障害を学ぶ」が開催されます。
○�日時／９月21日㈯、午後１時30
分～４時（午後１時受付開始）

○�場所／中標津町総合文化会館
「しるべっと」
○内容／
・�講演１「高次脳機能障害～周
囲の理解とサポートが大切～」
（講師�医療法人道南勤労者医療
協会函館稜北病院リハビリテー
ション科医師�堀口信氏）

・�講演２「当事者・家族のケアにむ
けて」（講師�アライアント国際大
学臨床心理学博士�中本テリー氏）
・�講演３「現状・問題など」（講
師�コロポックル札幌相談役�中
野匡子氏）

○�問い合わせ／ＮＰＯ法人手をつ
なぐ白かばの会「工房うぃんく
る」事務局（一般社団法人ゆっ
くりん�星さん☎090-2273-1304）

　ごみの野外焼却は法律で禁止さ
れており、違反すると５年以下の
懲役もしくは１千万円以下の罰金
など、厳しい罰則が科されます。
そのごみがラップフィルムなどの
産業廃棄物だった場合には、３億
円以下の罰金となります。野外焼
却は野火や森林火災の原因となる
だけではなく、ごみの不完全燃焼
からダイオキシンを発生させる可
能性があり、周囲の環境に悪影響
をもたらします。ごみはきちんと
分別して収集日に出し、豊かな自
然環境を守るよう心掛けましょう。
○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

スポーツ吹矢を
体験してみませんか

受動喫煙防止条例の制定
に向けた地域説明会

野外焼却は
止めましょう

広報しべちゃ
有料広告募集
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information

◎�バードカービング講座（全５回）
　釧路湿原に生息する野鳥をモデ
ルに角材を削り彩色して作品を作
ります。今回は「センダイムシク
イ」がモデルです。この講座は全
５回を通して作品を仕上げます。
○�日時／［第１回］９月８日㈰、
午前10時～午後３時
○�定員／10人（全講座参加可能な
方）
○参加費／5,500円（材料費）
○�持ち物／昼食、エプロン、定規、
筆記用具

○�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）

◎�アイヌ民族が利用した植物〜秋
編〜

　実りの秋。アイヌ民族が利用し
た植物を観察する秋バージョンで
す。
○�日時／９月８日㈰、午前10時～
正午

○定員／15人
○参加費／無料
○�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）

◎�みんなで調べる復元河川の環
境・2019秋

○�日時／９月21日㈯、午前８時～
午後２時

○�集合／塘路湖エコミュージアム
センターまたは釧路地方合同庁
舎

○�定員／32人（応募多数の場合は
抽選）
○参加費／無料
○申込締切／９月６日㈮
○�問い合わせ／釧路国際ウェット
ランドセンター（釧路市役所環
境保全課内☎0154-32-3110）

　11月１日から勤務可能な事務局
職員と介護支援専門員をそれぞれ
１人ずつ募集しています。
○募集要件／
・�事務局職員�町内に居住可能な
40歳以下の健康な方で、社会福
祉士の資格を有する方（または
取得予定の方）

・�介護支援専門員�55歳以下の健
康な方で、介護支援専門員の資
格を有する方

○提出書類／
・履歴書（写真添付）
・�社会福祉士または介護支援専門
員の資格証明書（または取得見
込証明書）

・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人・配偶者）

○�応募締切／９月30日㈪（当日消
印有効）

○�提出先・問い合わせ／標茶町社会
福祉協議会（☎485-2503）

　運転手（パートタイム職員）１
人と介護職（臨時職員）を２人募
集しています。
○�募集要件／
・�運転手�65歳未満で普通自動車
運転免許証を有する健康な方

・�介護職�65歳未満で交代勤務の
できる健康な方

○�業務内容／
・�運転手�利用者の送迎、乗車の
介助、見守りなど

・�介護職�利用者の介助（食事・
行事・入浴・掃除）、見守りなど

※�提出書類などの詳細は、町また
はハローワーク釧路のホーム
ページをご覧になるか、下記へ
問い合わせください。

○�問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

標茶町社会福祉協議会
職員を募集しています

デイサービスセンター
臨時職員を募集しています

　令和２年４月１日から勤務可能
な保育士を募集しています。
○募集職種／保育士（正職員）
○採用予定／３人
○受験資格／
・�昭和44年４月２日以降に生まれ
た方（50歳以下）
・�保育士および幼稚園教諭の資格
を有する方（または令和２年３
月31日までに取得予定の方）
※�日本国籍を有しない方、または
地方公務員法第16条の各号いず
れかに該当する方は受験できま
せん。

○提出書類／
・�エントリーシート（自筆、写真
添付）
・�最終学校の卒業証明書（または
卒業見込証明書）
・最終学校の成績証明書
・�保育士および幼稚園教諭の資格
証明書（または取得見込証明書）
・健康診断書
・�納税確認書（町内在住者のみ、
本人・配偶者）
・�作文�テーマ「あなたが保育士
として大切にしたいこと」（400
字詰め原稿用紙２枚に自筆）
※�エントリーシート、健康診断書
は町ホームページからダウン
ロードできます。
※�資格取得予定の方が資格を取得
できなかった場合は採用されま
せん。

※�現在、町職員として勤務実績の
ある方に限り、上記健康診断書
に代えて、今年度職場で受けた
健康診断結果の写しを提出する
ことも可能。（３カ月以内のもの）
○�応募締切／10月４日㈮（当日消
印有効）
○�提出先・問い合わせ／役場総務
課職員係（２階⑬番窓口☎内線
216）

令和２年度町職員
（保育士）の募集
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　調理職（臨時
職員）１人と介
護職（臨時職員）
を若干名募集し
ています。詳細
は、町またはハ
ローワーク釧路のホームページをご
覧になるか、下記へ問い合わせく
ださい。
○�問い合わせ／特別養護老人ホー
ムやすらぎ園（☎485-3501）

　保育士（臨時
職員）を若干名
募集していま
す。詳細は、町
ホームページを
ご覧になるか下
記係へ問い合わせください。
○�問い合わせ／役場保健福祉課児
童福祉係（１階⑤番窓口☎内線
134）

　作業員（臨時職員）を若干名募
集しています。
○�募集要件／65歳未満で普通自動
車運転免許証を有する健康な方
○�業務内容／哺育牛および育成牛
の飼養管理など
※�提出書類などの詳細は、町ホー
ムページをご覧になるか下記へ
問い合わせください。

○�問い合わせ／育成牧場（☎486-
2747）　　

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

育成牧場作業員を
募集しています

保育士を
募集しています

　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／町ホーム
ページに掲載

○�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）

　釧路調停協会所属の調停委員
が、離婚・遺産相続・不動産・金
銭貸借・交通事故などの身近なト
ラブルについて、調停で解決する
際の相談に無料、秘密厳守で応じ
ます。
○�日時／９月６日㈮、午前10時～
午後８時
○�場所／釧路市交流プラザさい
わい
○�問い合わせ／釧路調停協会事務
局（☎070-3149-2273）

　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。
○実施日／９月17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

※�400㎖献血は男性17歳以上、女
性18歳以上で、体重が50kg以
上の方にお願いしています。

　本町では毎月、夜間納付相談窓
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、昼間はお仕事などで納
付相談が困難という方は、ご利用
ください。なお、コンビニエンス
ストアでも町税などの納付ができ
ますので、夜間や休日に納付する
ときなどに利用してください。
　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／９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

　高速道路の必要性や利便性、整
備状況などを広くお知らせするた
め、現在行っている工事現場およ
び釧路東IC管理ステーションの
見学会を開催します。子どもと一
緒に参加してみませんか？
○�実施日時／９月23日㈪、午後１
～５時（荒天の場合は中止）
○�見学場所／北海道横断自動車道
（阿寒～釧路西間）建設工事現
場、釧路東IC管理ステーション
○�集合場所／釧路地方合同庁舎
（見学場所まではバス移動）
○�内容／工事現場見学、建設作業
車両の見学など
○�対象／釧路管内在住の小学生と
その保護者

○定員／親子20組40人程度
※事前に申し込みが必要です。
※定員になり次第締め切り。
○参加費／無料
○�申込期間／９月２日㈪～６日㈮
○�申し込み・問い合わせ／釧路市
役所道路河川課（☎0154-31-4599）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

高速道路親子見学会の
参加者募集

町有地売り払い情報

無料調停相談会を
開催します

納期限のお知らせ
９月25日㈬は、固定資産税
第３期、国民健康保険税第３
期、下水道受益者負担金･分
担金第２期の納付期限です。

献血にご協力ください


