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　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

平間　蒼
そうき

希くん
平間　拓三さん（　桜　）

〈令和２年９月17日撮影〉長谷川湊
そうし

士くん
長谷川達也さん（開　運）

〈令和２年９月17日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

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

暖房器具による火災に要注意!!
　これからは気温が下がり暖房器具を使う機会が増える
季節です。いま一度、火災予防について考えましょう。

2020年度  全国統一防火標語

その火事を 防ぐあなたに 金メダル

■お知らせ
　毎年11月は、単身高齢者宅へ標茶消防団による防火訪問を実施していましたが、今年は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、防火訪問を中止することになりました。

④コンセントの掃除を心掛けましょう。
コンセントのほこりやコード
の折れ曲がり、コードを束ね
ての使用は火災の原因となり
ますので、定期的に掃除やコ
ードの確認を行いましょう。

⑤住宅用火災警報器の点検を行いましょう。
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。万が一に備えて、
日頃から点検を行いましょ
う。

①調理中はこんろから離れない。
離れる時は必ず火を消しましょ
う。また、こんろの周りに燃え
やすい物を置かず、整理整頓を
心掛けましょう。

②寝たばこは絶対にやめましょう！
布団やベッドなどでたばこを吸う「寝たばこ」
をすると、火種が布団の
上に落ち、火災になる危
険があります。寝たばこ
は絶対にやめましょう！

③ストーブの周りに物を置かない。
ストーブの周りに燃えやすい物を
置いたり洗濯物を乾かしたりする
と、ストーブの火が燃え移り火災
になる危険性があります。物を置
かないようにしましょう。

鈴木　芽
めい

生ちゃん
鈴木　晴則さん（多　和）
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暮らしいきいきカレンダー 11月

◎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］11月４日㈬、11日㈬、18日㈬、25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㈯
◦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）

◦遊びの広場
　10:00～11:30（交）

◦総合住民健診
　6:00～10:00（交）

◦総合住民健診
　6:00～10:00（交）
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

８㈰ ９㈪ 10㈫ 11㈬ 12㈭ 13㈮ 14㈯
◦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）

◦�アクティブ
　シニア教室
　13：30～15：00（磯）
◦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）

15㈰ 16㈪ 17㈫ 18㈬ 19㈭ 20㈮ 21㈯
◦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） ��
◦ゲートキーパー
　研修会
　13:30～15:30（交）
　

◦�１歳６カ月健診
9:30～9:45(交)

※ 対象は平成31年2・
3・4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）

22㈰ 23㈪ 24㈫ 25㈬ 26㈭ 27㈮ 28㈯
◦健康相談
　 9:00～15:00(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）

◦アクティブ
　シニア教室
　13：30～15：00（磯）

◦歯科検診・
　フッ化物塗布
　10:00～10:20（交）
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

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）

（交）…ふれあい交流センター
（磯）…磯分内酪農センター

12月上旬の予定
◦1日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦2日㈬…わんぱく
◦4日㈮…子育てサロン（０・１歳）
◦7日㈪…健康相談
　　        子育てサロン（全乳幼児）

◦8日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦9日㈬…離乳食学習会
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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11月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

９月１日～９月30日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

田野　陽
ひりゅう

龍く　ん 祥平さん 川上公住

赤坂　　琉
りゅう

く　ん 　健さん 旭

髙橋　大
たいせい

晴く　ん 直樹さん 桜

森田　理
あやせ

勢く　ん 圭樹さん 磯 分 内

三栖　月
つきひ

燈ちゃん 和音さん 開 運
林　　泉

いの

乃ちゃん 信裕さん 開 運
堀井　隆

りゅうじ

司く　ん 清司さん 多 和

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

和田　英彌さ　ん 83歳 上 多 和

松尾　昭子さ　ん 91歳 開 運

小半　末子さ　ん 90歳 平 和

坂井　完次さ　ん 72歳 麻 生

黑崎テル子さ　ん 94歳 川 上

辻　　英嗣さ　ん 77歳 旭

山崎　愛子さ　ん 93歳 磯 分 内

人の動き
９月末現在 前月対比

男 3,570人 増減なし
女 3,883人 ６人減
計 7,453人 ６人減
世帯 3,663世帯 ５世帯減

11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）

1４日㈯ 9：30〜
第39回標茶町少年の主張大会
(コンベンションホールうぃず）
問︎教育委員会社会教育課社会教育係（☎485-2111）

  11 月の催し

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。

広報しべちゃ10月号の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・17ページ「図書館だより」

お詫びと訂正

各公民館で戸籍などが発行できなくなります
　12月１日から、各公民館で戸籍や附票の証明書を発
行することができなくなります。これまでご利用の皆さ
んには、大変ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよ
ろしくお願いします。なお、住民票や印鑑証明・各種税
証明は、従来通り各公民館で取得することができます。
　マイナンバーカードをお持ちの方は、役場住民課町民
係のほか、全国のコンビニエンスストアでも戸籍や附票
の証明書を取得できますのでご利用ください。
■�問い合わせ／役場総務課電算管理係（２階⑬番窓口☎
内線218）、役場住民課町民係（１階①番窓口☎内線
121）、各公民館

高齢者肺炎球菌ワクチン
■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)

誤）　絵本作家・加藤休ミ原画展
正）　クレヨン画・加藤休ミ絵本原画展

　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／・12月号…11月５日㈭
������������������・１月号…12月７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？




