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〈令和３年11月18日撮影〉内藤　凛
りく

空くん
内藤　政夫さん（塘　路）

小野寺晟
せいた

大くん
小野寺陽介さん（麻　生）

倉戸蘭
らんのすけ

乃丞くん
倉戸　秀之さん（磯分内）

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

明けましておめでとうございます

標茶消防署☎485-2021

　令和４年の新春を迎え、謹んで新年のごあいさつを
申し上げます。
　標茶消防では、年頭行事として消防出初式を行いま
す。消防団員のはつらつとした分列行進や熊牛まとい
組の演じる、はしご乗り・
まとい振りの勇壮な姿をぜ
ひご覧ください。
■日程／１月５日㈬
■内容・場所・時間／
・�分列行進（標茶駅前通り）
�午前10時50分
・�まとい組演技（千葉一心堂駐車場）�午前11時５分
※�出初式に伴い、標茶町全域で午前８時30分にサイレ
ンを鳴らします。
※�例年実施している「まとい組演技」終了後の「餅ま
き」は実施しませんのでご了承ください。

コン
ビニ

銀行

分列行進、まとい組演技の時間帯は交通規制を行い
ますのでご了承ください。

分列行進経路 通行止め まとい組演技場所
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1㈯

2㈰ 3㈪ 4㈫ 5㈬ 6㈭ 7㈮ 8㈯
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00～11:30（交）
　14:00～15:30（交）

9㈰ 10㈪ 11㈫ 12㈬ 13㈭ 14㈮ 15㈯
◦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）

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

16㈰ 17㈪ 18㈫ 19㈬ 20㈭ 21㈮ 22㈯
◦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）
◦ふれあい
　カフェ
　10:00～11:30（福）

◦１歳６カ月健診
　�9:30～9:45（交）
　�※�対象は令和２年
　�　5・6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）

23㈰ 24㈪ 25㈫ 26㈬ 27㈭ 28㈮ 29㈯
◦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・
　わんぱく（合
　同リズム）
　�10:00～11:30（児）

◦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）

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）

暮らしいきいきカレンダー １月

２月上旬の予定
◦１日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦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）

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

◎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］１月７日㈮、12日㈬、19日㈬、26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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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４年１月１日

◀

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

11月１日～11月30日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

湯田　　結
ゆい

ちゃん 賢三さん 旭
佐藤　希

きわ

和ちゃん 敬介さん 茶 安 別
増川　心

ここな

花ちゃん 富朗さん 虹 別
久野　　照

てる

く　ん 奨太さん 開 運

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

早川美津子さ　ん 89歳 川 上
小川　正男さ　ん 70歳 麻 生
畠山　博三さ　ん 65歳 阿 歴 内
大野　昭子さ　ん 94歳 栄
伊藤　武彦さ　ん 86歳 常 盤
髙橋トヨ子さ　ん 95歳 常 盤
佐々木順子さ　ん 84歳 桜
野呂　君子さ　ん 100歳 オソツベツ
藤本ミサヲさ　ん 95歳 磯 分 内
五十嵐 枝さ　ん 90歳 川 上

人の動き
11月末現在 前月対比

男 3,517人 1人減
女 3,779人 13人減
計 7,296人 14人減
世帯 3,641世帯 9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日㈯ 6:30～ 初日の出を見る会（多和平特設会場）
問︎標茶町観光協会（☎485-2264）

９日㈰ 13:00～
令和４年標茶町成人式
（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（☎485-2040）

12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）

30日㈰ 9:00～
第27回標茶町アイスストッカー大会
（野外アリーナ）
問︎農業者トレーニングセンター（☎485–2434）

  １  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／・２月号…１月６日㈭
������������������・３月号…２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？

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／・２月号…１月６日㈭
　　　　　　・３月号…２月７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）


