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〈令和３年１月21日撮影〉中根　悠
ゆうり

里くん
中根健太郎さん（虹　別）

足澤　実
みゆう

優ちゃん
足澤　正輝さん（桜公住）

山根　凜
りん

ちゃん
山根　昇悟さん（平　和）

髙橋　明
あき

希くん
髙橋　雄大さん（オソツベツ）

森田　通
とおり

理くん
森田　圭樹さん（磯分内）

〈令和３年１月21日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

灯油の取り扱いについて

標茶消防署☎485-2021

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

ガソリンを携行缶で購入される方へ
　令和２年２月１日から消防法の改正により、ガソリンを携行缶で購入する際の購入方法が変更になっ
ています。

　ガソリンを携行缶で購入する
方は、顧客の本人確認・ 使用目
的の確認が行われます。また、
販売所は販売記録を作成するこ
とが義務付けられています。
※ これらが確認できない場合は、

購入・ 販売できないことがあ
りますので、ご注意ください。

改正内容

〜皆さんのご理解とご協力をお願いします〜

　まだまだ寒い日が続き、石油ス
トーブに灯油は欠かせませんが、
取り扱いを誤ると思わぬ事故につ
ながりますので、次の点に注意し
てください。
注意点
◦灯油は専用のポリ容器か金属製の携行缶で保管しましょう。
◦�灯油は直射日光の当たらない、涼しい場所で保管してください。ベランダなどに置
く場合、容器を覆って日光などを遮断してください。
◦�灯油が少しでも黄色く変色していたら、変質している可能性があります。異常燃焼

の原因になるので使用しないでください。
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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）

◦遊びの広場
　10:00～11:30（児）

◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）
◦マイナス５歳
　ヘルスアップ
　教室③
　13:30～15:00（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）

◦介護者のつどい
　13:30～15:00（交）
◦マイナス５歳
　ヘルスアップ
　教室④
　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）

◦わんぱく
　10:00～11:30（交）

◦マイナス５歳
　ヘルスアップ
　教室⑤
　13:30～15:30（交）
◦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）

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）

◦１歳６カ月健診
　9:15～9:55(交)
※�対象は令和元年７・
８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）

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）

４月上旬の予定

◦１日㈭…総合住民健診（ふれあい交流センター）
◦２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）
◦４日㈰…総合住民健診（ふれあい交流センター）
◦５日㈪…総合住民健診（ふれあい交流センター）
　　　　　子育てサロン（全乳幼児）（交）…ふれあい交流センター

（児）…標茶児童館

暮らしいきいきカレンダー

◎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］３月３日㈬、10日㈬、24日㈬、31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

３月
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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３年３月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
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／・４月号…３月５日㈮
　　　　　　・５月号…４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？

		3		月のイベント情報
４日㈭ 9:00～

第30回協会長杯冬季室内ゲートボール大会
（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）

人の動き
１月末現在 前月対比

男 3,554人 1人減
女 3,863人 6人減
計 7,417人 7人減
世帯 3,659世帯 4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。

１月１日～１月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

德田　真
まなと

叶く　ん 昇さん 桜 公 住
小松　沙

さな

奈ちゃん 拓未さん オソツベツ

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

小林　榮藏さ　ん 100歳 川 上
若林喜一郎さ　ん 94歳 虹 別
野竹　幸吉さ　ん 89歳 川 上
山崎　文子さ　ん 90歳 塘 路
長㟢　久子さ　ん 93歳 川 上
柴田　正造さ　ん 78歳 平 和
今　トシ子さ　ん 86歳 麻 生
田口　順子さ　ん 89歳 茶 安 別
松下　文江さ　ん 95歳 開 運
影山　洋子さ　ん 74歳 川上公住

使用期限が迫っています！
第２弾助け合いしべちゃ応援券・ 子育て世帯応
援お買い物券（飲食店専用）
　令和２年11月発行の「第２弾助け合いしべちゃ応援券」
と「子育て世帯応援お買い物券（飲食店専用）」の使用期
限は、いずれも３月５日㈮となっています。
　期限を過ぎてからの使用はできません。また、払い戻し
もできませんのでご注意ください。
■問い合わせ／
・ 「助け合いしべちゃ応援券」に関すること…役場観光商

工課商工労働係（２階⑯番窓口☎内線251）
・ 「子育て世帯応援お買い物券（飲食店専用）」に関するこ

と…役場保健福祉課児童福祉係（１階⑤番窓口☎内線
135）


