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　これからの時季は気候が穏やかになり、大
型連休を利用して家族や友人が集まりバーベ
キューを楽しむ機会が増えます。次のことを確
認し、安全に行いましょう。
注意事項
・�風が強い日に行うと、火の粉が飛んで付近の
草木に飛び火する危険性があります。
・�車庫や小屋などの室内で換気状態が悪いと、
一酸化炭素中毒になる危険性があります。
・�着火剤を継ぎ足して使用すると衣類に着火
し、やけどをす
る危険性があり
ます。
・�使用した炭は火
消しつぼや水バ
ケツなどを使用
し、確実に消し
ましょう。

標茶消防署☎485-2021

アウトドアでの火災や
けがに注意！

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

　平成18年６月から新築住宅への住宅用
火災警報器の設
置が始まり、平
成23年６月には
全ての住宅で設
置が義務化され
ています。警報
器の電池寿命は
約10年とされており、電池切れなどによ
り火災時に適切に作動しなくなる可能性
があります。
　ご家庭の住宅用火災警報器の機能点検
を行い、いざという時のために備えま
しょう。
点検方法
①�住宅用火災警報器にほこりなどの異物
が付着していれば取り除く。
②�警報器にあるボタンを押し、正常に作
動するか確認する。（電池切れの場合
は、電池切れのアナウンスが流れる、
音がほんのわずかしか鳴らないなどの
症状が現れます）

住宅用火災警報器の
適切な維持管理を

無料で提供します
・烏骨鶏…雄雌各20羽
・アローカナ（赤笹・黄斑）…雄雌各３羽
・チャボ　（赤笹）…雄雌各５羽
・チャボ　（白）…雌１羽
・チャボ　（桂）…雄１羽
・チャボ　（碁石）…雌１羽

安価で提供します（価格は要相談）

・インドクジャク…雄雌各２羽

・七面鳥…雄２羽、雌８羽

問い合わせ／大山　裕（☎090-3770-5655）

都合により手放すことになりま
した。ご希望がありましたら、
繁殖方法などについて教えます。

鳥
お譲りします

　上水道・簡易水道の漏水は、皆さんからの通報や漏水調査によって減
少傾向にありますが、全ての漏水箇所発見には至っていません。
　もし、道路や自宅の周辺で、消えない水たまりや、水が湧き出して
いる場所を発見した場合は、ささいな情報でも構いませんので下記係
までご連絡ください。ご協力をお願いします。
○�問い合わせ／役場水道課水道事業係（２階⑮番窓口☎内線266）

「漏水かも？」と思ったら連絡をお願いします

路面がぬれているとの通報で
発見できた漏水箇所
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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］５月７日㈭、13日㈬、20日㈬、27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］相談者の希望する場所

１㈮ ２㈯

３㈰ ４㈪ ５㈫ ６㈬ ７㈭ ８㈮ ９㈯

10㈰ 11㈪ 12㈫ 13㈬ 14㈭ 15㈮ 16㈯
◦健康相談
　9:00～15:00(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）

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

17㈰ 18㈪ 19㈫ 20㈬ 21㈭ 22㈮ 23㈯
◦健康相談
　9:00～15:00(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）

◦遊びの広場
　10:00～11:30（交）���

◦１歳６カ月健診
　9:30～9:45（交）
※対象は平成30年
　9・10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）

24㈰ 25㈪ 26㈫ 27㈬ 28㈭ 29㈮ 30㈯
◦健康相談
　9:00～15:00(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）

◦わんぱく
　10:00～11:30（交）

◦パパママ教室
　13:30～15:30（交）

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

31㈰

暮らしいきいきカレンダー

（交）…ふれあい交流センター

５月

６月上旬の予定

◦１日㈪…子育てサロン（全乳幼児）
◦２日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦５日㈮…子育てサロン（0・1歳）
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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
古紙パルプ配合率60％再生紙を使用しています。

令和２年５月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
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心
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報

３月１日〜３月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

佐藤　晴
はるひと

仁く　ん 健太さん 桜
小松　吏

りほ

穂ちゃん 和史さん 開 運
白浜　漣

れんと

人く　ん 申一さん 麻 生
阿部　もえちゃん 　勇さん 開 運
山岸　　蒼

あおい

く　ん 貴之さん 上 多 和

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

髙橋　丈夫さ　ん 91歳 磯 分 内
伊藤　ツルさ　ん 90歳 川 上
川村　　武さ　ん 80歳 川 上

人の動き
３月末現在 前月対比

男 3,550人 41人減
女 3,869人 33人減
計 7,419人 74人減
世帯 3,618世帯 22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。

５ 月のイベント情報

　町内で開催されるイベント・セミナーなどの情報を募集
しています。（掲載は無料です）
■�対象／町内で開催され、誰でも参加できる催し
■�掲載内容／イベント名、開催日時、場所、問い合わせ先
■締め切り／・６月号…５月７日㈭
　　　　　　・７月号…６月５日㈮
■�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）

広報しべちゃにイベント情報を掲載しませんか？

町営住宅入居者募集の記事は15ページに掲載して
います。

13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）　
問︎役場総務課交通防災係（☎内線213）

23日㈯ 10：00〜 標茶水泳プールオープン
問︎農業者トレーニングセンター（☎485-2434）

不動産ネットワークへ不動産情報を掲載しませんか
　町内の空き地や空き住宅の売買・賃貸情報を町ホームページに
掲載しませんか。掲載を希望する方は下記係までご連絡ください。
■�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）

　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


