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平野　響
おとあ

彩ちゃん
平野　達也さん（茶安別）

〈令和２年５月21日撮影〉村上　武
たける

琉くん
村上　孝志さん（麻　生）

石川　椎
しいな

梛くん
石川　健太さん（阿歴内）

　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

藤原　歩
あるき

輝くん
藤原　直輝さん（茶安別）

佐々木龍
りゅうた

汰くん
佐々木龍一さん（　桜　）

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

標茶消防署☎485-2021

熱中症にご注意を！
　これから夏を迎えるにあたり、気温や湿度の高
い日が増え、熱中症の注意が必要となります。
　炎天下で無理に運動した時以外にも、暑い室内
や車の中に長時間いることで熱中症を引き起こす
場合があります。
　意識がもうろうとする、けいれ
んが起きる、体温が極端に高い場
合などは、すぐに119番通報してく
ださい。

熱中症予防のポイント
・�塩分を含んだ水分をこまめに補給する。
・�涼しい服装で行動する。
・�帽子などを着用して直射日光を避ける。

熱中症かな？と感じたら
・�涼しい場所で休む。
・�衣服を脱ぎ、体を冷やす。
・�うちわや扇風機で風を当てたり、氷のうを首や
脇の下、太ももの付け根に当てて体温を下げる。
・�塩分を含んだ水分を摂取する。

スズメバチ発生時期到来！
　これからの時期は虫たちが活発に活動します。そ
の中で注意するのが「スズメ
バチ」です。
　スズメバチは７月から巣作
りが本格的に始まり、巣に近
づく敵を容赦なく攻撃してく
る凶暴性があります。

スズメバチへの対策
・�見つけた時はゆっくりと遠ざかる。
・�刺された時はきれいな水で流しつつ、刺された所
をつまみ毒を出す。
・�ぬれたタオルなどで冷やし安静にするか、医療機
関を受診する。
※�刺されてから意識がもうろうとしたり、呼吸が苦
しくなったら、すぐに119番通報してください。

ハチの巣駆除について
　ハチの巣駆除を要請する際は、下記の内容を分か
る範囲で伝えてください。
・�どこにあるのか？
・�どのくらいの高さにあるのか？
・�どのくらいの大きさなのか？
・�どのようなハチなのか？
※�住所・氏名・電話番号も必ずお知らせください。
○�ハチの巣駆除の問い合わせ／役場住民課環境衛生
係（１階③番窓口☎内線127）、標茶消防署
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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］７月１日㈬、８日㈬、15日㈬、22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㈯

（交）…ふれあい交流センター

（駒）…駒ケ丘公園（親水広場）

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

５㈰ ６㈪ ７㈫ ８㈬ ９㈭ 10㈮ 11㈯
◦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）

◦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
　9:00〜15:00(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（駒）

◦マタニティサロン
　13:30〜15:30（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
　9:00〜15:00(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）

26㈰ 27㈪ 28㈫ 29㈬ 30㈭ 31㈮
◦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）

◦１歳６カ月健診 
　 9:15〜（交）
※対象は平成30年
　９・10・11月生まれ
◦乳児健診
　（４カ月・12カ月）
　13:00〜(交)

◦乳児健診
　（７カ月）
　９:30〜(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 ７月

８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）
◦７日㈮…子育てサロン（０・１歳）
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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
古紙パルプ配合率60％再生紙を使用しています。

令和２年７月１日

広報しべちゃ６月号
掲載記事に誤りがあ

りました。お詫びして訂正いたします。
訂正箇所・８ページ「話題いろいろ」
　誤）5/10「春恒例�西別川で清掃活動」
　正）5/16「春恒例�西別川で清掃活動」

お詫びと訂正

７ 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／・８月号…７月６日㈪
　　　　　　・９月号…８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？

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）　
問︎役場総務課交通防災係（☎内線213）

撮影場所・多和平展望台入り口付近

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種
・�対象者／令和２年度に65・70・75・80・85・90・95・100

歳になる方で過去に受けたことがない方
※ 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機

能に障がいを有する身障手帳１級程度の方も対象にな
ります。
・実施医療機関／町立病院
・実施期限／令和３年３月31日まで
・�自己負担額／3,000円（生活保護・非課税世帯は無料）
・�申し込み・問い合わせ／ふれあい交流センター健康推

進係（☎485-1000）
※ 完全予約制です。日にちに余裕をもって申し込みくだ

さい。

５月１日～５月31日届出分

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

谷口　　弘さ　ん 85歳 塘 路
島貫　　亨さ　ん 67歳 南 標 茶
奥田　益子さ　ん 87歳 磯 分 内
齊藤　京子さ　ん 84歳 川 上

人の動き
５月末現在 前月対比

男 3,579人 2人減
女 3,895人 4人減
計 7,474人 6人減

世帯 3,665世帯 2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。

◀
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