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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］６月３日㈬、10日㈬、17日㈬、24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㈯
◦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）

◦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）

７㈰ ８㈪ ９㈫ 10 ㈬ 11 ㈭ 12 ㈮ 13 ㈯
◦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）

◦子育て講座
　10:00～11:30（交）
◦離乳食学習会
　13:30～15:00（交）

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

14 ㈰ 15 ㈪ 16 ㈫ 17 ㈬ 18 ㈭ 19 ㈮ 20 ㈯
◦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（富）

◦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
　10:30～12:30（交）

21 ㈰ 22 ㈪ 23 ㈫ 24 ㈬ 25 ㈭ 26 ㈮ 27 ㈯
◦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）

◦３歳児健診
　9:30～9:45（交）
※対象は平成29年
　２～５月生まれ
◦乳児健診
　（７カ月・12カ月）
　13:00～13:15(交)

◦乳児健診
　（４カ月）
　９:30～９:45(交)
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

28 ㈰ 29 ㈪ 30 ㈫
◦健康相談
　9:00～15:00(交)
◦�歯科検診・
フッ素塗布

　10:00～10:20（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）

暮らしいきいきカレンダー

（交）…ふれあい交流
　　　センター
（富）…富士公園

７月上旬の予定
◦３日㈮…子育てサロン（0・1歳）
◦６日㈪… 健康相談
　　　　　子育てサロン（全乳幼児）
◦７日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦８日㈬…わんぱく

６月
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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６月１日

◀

お
ま
ち
し
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報

４月１日〜４月30日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

山本　修
しゅうじ

士く　ん 史明さん 麻 生
多治見颯

そうすけ

将く　ん 章一さん 茶 安 別
國廣　　嬉

うい

ちゃん 能央さん 常 盤
谷本　美

みお

桜ちゃん 雄紀さん 旭

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

佐久間吉光さ　ん 87歳 麻 生
塩山　和子さ　ん 92歳 川 上
佐藤　ヒデさ　ん 91歳 厚 生
佐藤　ミヱさ　ん 91歳 厚 生
冨田　　操さ　ん 65歳 桜
吉田　　武さ　ん 70歳 旭
比佐ミヨ子さ　ん 89歳 川 上
髙澤　素由さ　ん 96歳 虹 別
小松　孝義さ　ん 85歳 常 盤

人の動き
４月末現在 前月対比

男 3,581人 31人増
女 3,899人 30人増
計 7,480人 61人増
世帯 3,667世帯 49世帯増

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。

６ 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／・７月号…６月５日㈮
　　　　　　・８月号…７月６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14ページに掲載しています。

10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）

13日㈯ 10：00〜 虹別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）

22日㈪ 10：00〜 磯分内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）

27日㈯ 10：00〜 茶安別交流館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左記係まで
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）

令和２年度「第31回子どもの夢を育てるまつり」は、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため 中止 とすることが

決定しました。

問い合わせ／子どもの夢を育てるまつり実行委員会
　（教育委員会社会教育課社会教育係☎485-2111内線288）


