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渡邉　颯
そうすけ

介くん
渡邉　雄介さん（　桜　）

〈令和元年11月21日撮影〉齋藤　凪
なぎ

ちゃん
齋藤　堅太さん（茅　沼）

下山　凜
りん

ちゃん
下山　竜祐さん（　旭　）

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

明けましておめでとうございます

ストーブによる火災に注意しましょう！

標茶消防署☎485-2021

　令和２年の新春を迎
え、謹んで新年のごあい
さつを申し上げます。
　標茶消防では、年頭行
事として消防出初式を行
います。消防団員のはつ
らつとした分列行進や熊
牛まとい組の演じる、は
しご乗り・まとい振りの
勇壮な姿をぜひご覧ください。
■日時／１月５日㈰
・�観閲式　標茶消防署庁舎前�午前10時５分
・分列行進　標茶駅前通り�午前10時20分
・まとい組演技　千葉一心堂駐車場�午前10時35分
※交通規制を行いますのでご了承ください。
※��標茶町全域で、午前８時30分にサイレンを鳴らしま
す。

　寒い時期を迎え、家庭でス
トーブを使用していることと思
います。ストーブは使い方を誤
ると、大きな火災や一酸化炭素
中毒などの事故につながる可能
性があります。火災を発生させないために、以下
のことに注意してください。
■注意事項
・�洗濯物などの燃えやすいものを近くに置かない
ようにしましょう。
・�カートリッジ式油タンクの給油は消火してから
行いましょう。またキャップの閉め忘れに注意
しましょう。

・ 灯油とガソリンを間違えないようにしましょう。
・�スプレー缶などをストーブの近くや上に置かな
いようにしましょう。またストーブの近くでス
プレーを使わないようにしましょう。
・�電源プラグにほこりが付いてないか、コードが
家具に踏まれていないか確認しましょう。
・�外出時や就寝時はスイッチを切り電源プラグを
抜きましょう。
・異臭や異音がしたら使用をやめましょう。

：分列行進経路 ：通行止め

北海道電力からのお願い
　この冬も引き続き無理のない範囲での節
電にご協力をお願いします。詳しくは、ほ
くでんホームページをご覧ください。

検索ほくでん節電

　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
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　　 障がい者相談支援事業 
　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。

　下記の事業所では、障がいに関わる相談を受け付けています。
役場保健福祉課社会福祉係（１階④番窓口☎内線132）を介して
相談する事も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
ハート釧路障がい者相談支援事業所（☎0154-32-7400）
［訪問相談］１月８日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
［場所］役場保健福祉課社会福祉係［電話相談］月～金曜日
相談サポートみないる（☎486-7811）
［相談日］月～金曜日［場所］相談可

１㈬ ２㈭ ３㈮ ４㈯

５㈰ ６㈪ ７㈫ ８㈬ ９㈭ 10㈮ 11㈯
◦健康相談
　 9:00～15:30(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）

12㈰ 13㈪ 14㈫ 15㈬ 16㈭ 17㈮ 18㈯
◦健康相談
　 9:00～15:30(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）

19㈰ 20㈪ 21㈫ 22㈬ 23㈭ 24㈮ 25㈯
◦健康相談
　 9:00～15:30(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）

◦子育て講座
　10:00～11:30（交）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30～15:30（交）
◦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30年
　5・6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）
◦パパママ教室
　13:30～15:30（交）

26㈰ 27㈪ 28㈫ 29㈬ 30㈭ 31㈮
◦健康相談
　 9:00～15:30(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）

◦合同リズム
　10:00～11:30（交）

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

暮らしいきいきカレンダー

（交）…�ふれあい交流センター

１月
２月上旬の予定

◦３日㈪…健康相談
　　　　　子育てサロン（全乳幼児）
◦４日㈫…子育てサロン（2歳以上）
◦５日㈬…生きがいリハビリ教室「ひまわり」、
　　　　　あそびの広場
◦７日㈮…子育てサロン（0・1歳）
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１日㈬ 6:30～ 初日の出を見る会（多和平特設会場）

８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）

11日㈯ 19:00～ 令和２年標茶町成人式前夜祭（開発センター）

12日㈰ 13:00～ 令和２年標茶町成人式
（コンベンションホールうぃず）

19日㈰ 9:00～ 新春ミニバレーボール大会
（農業者トレーニングセンター）

26日㈰ 9:00～
町民スポーツテニス大会（ふれあいプラザゆう）
第25回標茶町アイスストッカー大会
（野外アリーナ）

発行／標茶町役場／編集／地域振興係／発行日／

標茶町役場　　　　　　  ☎015-485-2111　　FAX015-485-4111
町ホームページ　　　　   https://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。

令和２年１月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

11月１日～11月30日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

石橋七
なのは

乃葉ちゃん 洋司さん 桜 公 住
植月　結

ゆいな

菜ちゃん 祥太さん 常 盤
大越　望

みれい

礼ちゃん 慎太郎さん 旭
長澤　拓

たくま

誠く　ん 勝幸さん 五 十 石
村山　　陽

よう

ちゃん 孝貴さん 旭
中村　　柚

ゆず

ちゃん 圭太郎さん 常 盤

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

小林　良子さ　ん 82歳 川 上
舘田　賢治さ　ん 75歳 麻 生
瀬山　清隆さ　ん 59歳 旭
竹浪　清治さ　ん 79歳 川 上
平栗　フミさ　ん 89歳 虹 別
佐藤　幸子さ　ん 86歳 平 和
木下　暁世さ　ん 43歳 麻 生
鈴木　清子さ　ん 84歳 川 上
松本　一子さ　ん 92歳 開 運
須崎美津代さ　ん 77歳 麻 生
笠井　和次さ　ん 85歳 開 運
三浦　　茂さ　ん 79歳 平 和
宍戸　一雄さ　ん 84歳 虹 別

人の動き
11月末現在 前月対比

男 3,595人 5人減
女 3,915人 9人減
計 7,510人 14人減
世帯 3,654世帯 7世帯減

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。

　１月14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

防災・防犯情報などをメールで
お知らせします。登録はこちら
（https://service.sugumail.com/
shibechacho/member/）

高齢者肺炎球菌ワクチン
■対象者／ 令和元年度に65・70・75・80・85・90・95歳になる方また

は100歳以上で過去に受けたことが無い方
■実施機関／町立病院（予約制）　
�■自己負担額／3,000円
※��町民税非課税世帯および生活保護世帯は無料
■�申し込み／ふれあい交流センター健康推進係（☎485-1000)

団地名 住宅番号 室構成 面積 竣工年度 月 額 家 賃

桜 団 地

S-4-213 3LDK 76.73㎡ H5 22,900〜34,100円

S-4-324 3LDK 74.53㎡ H5 22,300〜33,100円

S-10-125 2LDK 60.44㎡ H6 18,300〜27,200円

S-12-102 1LDK 49.33㎡ H19 16,200〜24,200円

虹別団地 N-8 3LDK 74.90㎡ H8 18,800〜28,000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。
◎12月10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。

  １  月の催し


