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伊藤　煌
らいと

人くん
伊藤　明人さん（常　盤）

〈令和２年８月27日撮影〉西川　芙
ふみ

実ちゃん
西川　穣さん（　桜　）

菊地　彩
いろは

羽ちゃん
菊地　貴之さん（茶安別）

〈令和２年８月27日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

島　玖
くくり

々理ちゃん⻆田　莉
りお

央ちゃん
⻆田　亮介さん（川　上）

河野　了
りょうえ

依くん
河野　了俊さん（川　上）

小松穂
ほのか

乃果ちゃん
小松　和史さん（開　運）

加地　柚
ゆずは

葉ちゃん
加地　文也さん（麻　生）

林　嘉
かいち

市くん
林　大輔さん（多　和）

島　壮太さん（　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

　住宅用火災警報器の電池の寿命は一般的に10年と
されています。家庭に設置されている警報器を確認し、
必要に応じて電池の交換を行いましょう。

秋の火災予防運動を実施します！
　これからの季節は気温が下がり、家庭でストーブ
やこたつなどの暖房器具を使用する機会が多くなり
ます。また、空気が乾燥しているため火災が発生す
ると被害が大きくなります。
　10月15日㈭〜31日㈯の火災予防運動期間中、標
茶消防署では防火査察や車両広報活動などを通して
防火を呼び掛けます。

宮西　俊
しゅんすけ

輔くん
宮西　裕さん（厚　生）

その火事を 防ぐあなたに 金メダル

2020年度  全国統一防火標語

住宅用火災警報器の
電池切れにご注意ください
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１㈭ ２㈮ ３㈯
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）
◦離乳食学習会
　13:30～14:30（交）

４㈰ ５㈪ ６㈫ ７㈬ ８㈭ ９㈮ 10㈯
◦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）

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

11㈰ 12㈪ 13㈫ 14㈬ 15㈭ 16㈮ 17㈯
◦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）

◦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）

18㈰ 19㈪ 20㈫ 21㈬ 22㈭ 23㈮ 24㈯
◦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
　９:00～11:30(交)

◦３歳児健診
　�9:15～（交）
※対象は平成29年
　6月16日～８月31
　日生まれ
◦乳児健診
　13:00～(交)

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

25㈰ 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）

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

11月上旬の予定
◦２日㈪…健康相談
　　　　　子育てサロン（全乳幼児）
◦４日㈬…遊びの広場
◦５日㈭…総合住民健診（ふれあい交流センター）
◦６日㈮…総合住民健診（ふれあい交流センター）
　　　　　子育てサロン（０・１歳）

暮らしいきいきカレンダー 10 月

（交）…ふれあい交流センター

◎乳がん・子宮頸
けい

がん検診
　いずれの検診も町の助成は２年に１度となり
ます。なお、職場検診の機会がある方はそちら
を優先させてください。
　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。
母子健康手帳の交付・妊婦相談はふれあい交流
センターで行っています。

◎障がい者相談支援事業
　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）
を介して相談することも可能ですので、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］10月７日㈬、14日㈬、21日㈬、28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
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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10月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

８月１日～８月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

髙野　　渚
なぎさ

ちゃん 　潤さん 茶 安 別
林　　陽

ひまり

葵ちゃん 雄大さん 磯 分 内
渡部　蒼

あと

叶く　ん 義教さん 虹 別
信田　龍

りゅういち

一く　ん 正和さん 麻 生
信田　寅

とらじ

二く　ん 正和さん 麻 生
朝日　唯

ゆいか

華ちゃん 唯行さん 桜
西村　優

ゆか

花ちゃん 和憲さん 虹 別
佐藤　日

ひな

奈ちゃん 修一さん 阿 歴 内

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

小出　サヨさ　ん 96歳 富 士
會田　そよさ　ん 92歳 虹 別
古田　守義さ　ん 61歳 桜
東海林德幸さ　ん 69歳 桜
三枝　惠子さ　ん 80歳 旭

人の動き
８月末現在 前月対比

男 3,570人 ３人減
女 3,889人 ３人増
計 7,459人 増減なし
世帯 3,668世帯 １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。

７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）

10日㈯
10：00〜 第43回ファミリーマラソン大会（磯分内地区）

問︎農業者トレーニングセンター（☎485–2434）

10：30〜 第43回ファミリーマラソン大会（沼幌地区）
問︎農業者トレーニングセンター（☎485–2434）

11日㈰

9：45〜 第43回ファミリーマラソン大会（阿歴内地区）
問︎農業者トレーニングセンター（☎485–2434）

10：00〜
第43回ファミリーマラソン大会（標茶・虹別・
茶安別）
問︎農業者トレーニングセンター（☎485–2434）

15日㈭ 9：00〜

町民スポーツゲートボール大会兼第72回協
会長杯秋季ゲートボール大会（ふれあいプラザ
ゆう）
問︎農業者トレーニングセンター（☎485–2434）

10  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）
■�掲載内容／イベント名、開催日時、場所、問い合わせ先
■�対象／町内で開催され、誰でも参加できる催し
■締め切り／・11月号…10月５日㈪
������������������・12月号…11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？

令和2年国勢調査
調査票提出のお願い

　令和２年10月１日時点の世帯の状態を記入していただく
調査です。
　インターネットでの回答は10月７日㈬までにお願いしま
す。紙の調査票で回答の方は10月１～７日の間に郵送か調
査員に手渡しして下さい。
　新型コロナウイルス感染症防止のため、できるだけインタ
ーネットもしくは郵送での回答をお願いします。
　提出が確認されなかった世帯については10月８日㈭以降に
再度調査員がご自宅に伺いますのでご協力をお願いします。
■ 問い合わせ／役場企画財政課企画調整係（２階⑰番窓口☎
内線222）

広報しべちゃ９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・12ページ「飲食店紹介」
　誤）食道園「TEL015－485－3715」
　正）食道園「TEL015－485－0011」

お詫びと訂正


