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堀井　隆
りゅうじ

司くん
堀井　清司さん（多　和）

〈令和３年10月21日撮影〉加藤　優
ゆら

空くん
加藤　光輝さん（常　盤）

椿　篠
しのゆき

之くん
椿　俊一郎さん（常　盤）

〈令和３年10月21日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

中井　奈
なな

那ちゃん
中井　慎二さん（富　士）

河野　恵
えわ

和ちゃん
河野　了俊さん（開　運）

阿部　天
てんめい

明くん
阿部　啄也さん（川　上）

髙野　澪
みお

央ちゃん
髙野　貴広さん（茶安別）

　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
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１月上旬の予定

◦６日㈭…健康相談
◦７日㈮…子育てサロン（0・1歳）

◎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］12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㈯
◦わんぱく
　10:00～11:30（児）
◦介護者のつどい
　13:30～15:00（交）

◦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）

◦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（児）

◦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）
◦パパママ教室
　13:30～15:30（交）

◦子育て講座
　10:00～11:30（交）
◦ふれあい
　カフェ
　10:00～11:30（福）

◦３歳児健診
　 9:30～9:45（交）
※対象は平成30年
　10・11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）

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）

暮らしいきいきカレンダー 12月

（児）…標茶児童館
（交）…ふれあい交流センター
（福）…社会福祉センター
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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12月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

10月１日〜10月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

鎌田　莉
ちはや

颯く　ん 政幸さん 開 運

安田　結
ゆい

彩ちゃん 良祐さん 阿 歴 内

湊谷　心
とわ

翔く　ん 省吾さん 開 運

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

熊谷テル子さ　ん 89歳 開 運

山澤美智枝さ　ん 90歳 桜

千葉　美枝さ　ん 93歳 旭

人の動き
10月末現在 前月対比

男 3,518人 3人増
女 3,792人 4人減
計 7,310人 1人減
世帯 3,650世帯 6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。

　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／・１月号…12月６日㈪
������������������・２月号…令和４年１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？

5日㈰ 13:00〜 標茶町文化講演会（コンベンションホールうぃず）
問︎標茶町文化講演会実行委員会事務局（☎485-2040）

6日㈪ 13:00〜 特設人権相談所（社会福祉センター）
問︎役場企画財政課地域振興係（☎内線224）

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）

26日㈰ 12:30〜
大迫淳英ミニコンサートinしべちゃ
（開発センター、12ページ参照）
問︎役場企画財政課企画調整係（☎内線221）

 12 月のイベント情報

広報しべちゃ有料広告募集
■規格・料金／
・�広告１（3,000円）…縦45㎜×横88㎜
・�広告２（6,000円）…縦45㎜×横176㎜または縦90㎜
×横88㎜
※町外業者は料金別。
■締め切り／・１月号…12月６日㈪
　　　　　　・２月号…令和４年１月５日㈬
■�申し込み・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）

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
希望する方は下記係までご連絡ください。
■�申し込み・問い合わせ／役場建設課住宅
都市計画係（１階⑧番窓口☎内線274）


