低学年でも楽しく遊べるよ
でお互いのことを知る良い取

い雰囲気の中、交流すること

趣味や最近の話題など、温か

学 校 の こ と、 家 庭 の こ と、

うに内容を工夫して、全員が
り組みとなっています。

を立てて実行しています。

楽しめる取り組みを行ってい

らの木」がそびえています。

は、シンボルである大木「な

もたちの真剣なまなざしが見

最終回には大会を行い、子ど

回 指 導 し て い た だ き ま し た。

地域の方を講師に招き、４

☎485-2300

■開館時間■

火〜木曜日：午前10時〜午後６時
金 曜 日：午前10時〜午後７時
土・日曜日：午前10時〜午後５時
休館日：月曜日・祝日（月曜日が祝日の時は翌日火曜日も休館）

絵本作家・イラストレーター
すずきももワークショップ
「エコバッグにやさいをペタペタ

スタンプであそぼう」
「はしご乗り」

博物館では古い写
真 の 収 集 以 外 に も、
現在行われている事
業や建物なども記録用として撮影し
て残しています。今回は１月５日の
消防出初式で撮影した、標茶消防団
員を中心に組織される熊牛まとい組
に よ る は し ご 乗 り を ご 紹 介 し ま す。
こ の 日 の 最 低 気 温 は マ イ ナ ス ９・９
度、 風 速 も ７・５ メ ー ト ル と や や 強
く、寒風吹き付ける中で３人の団員
により、はしごの上でさまざまな妙
技が披露されました。
標茶消防団は、明治 年（明治
年説もあり）に設置された熊牛私設
消防組までさかのぼることができま
す。当時の明治 年から数えて今年
は１３０年を迎えます。はしご乗り
は明治時代から練習されていたとの
古老の思い出話が残されており、標
茶では古くから行われていた伝統あ
る技なのかもしれません。

しべちゃ寫真館

図書館だより

ます。
ＰＴＡ活動
今年度もコロナ禍の影響
で、これまで行ってきた地域
と連携した学校行事やＰＴＡ
活動を十分実施することがで
きない状況です。
来年度は、これまでの取り
組みを踏まえながら、新型コ
も十分考慮して、新たな活動

ロナウイルス感染症への対応
沼 幌 小 学 校 は、 今 年 開 校

人の「大草原

「げん木（気）
・やる木（気）
・

られました。回数を重ねるご

えています。

の形を計画していきたいと考

百人一首

周 年 を 迎 え ま す。 来 年 は

１ ０ ０ 周 年 と な り ま す の で、
人、教職員は

記念式典を行う予定です。
全校児童は
９人。全員で

こん木（気）」を、合言葉に、

とに上達した様子でした。

の小さな学校」です。校庭に

地域の協力を得て、本校なら

対一で「おしゃべり」をする

年４回、児童と教職員が一

おしゃべりタイム

ではの教育活動を進めていま
す。
全校遊び
児童会の学習部・生活部が

時間を設けています。
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沼幌小学校

月ごとに全校児童で遊ぶ計画

25

30 21

■日時／２月19日㈯、午後１時30分〜３時
■定員／12組（１組３人まで、家族のみ）
※先着順。事前に申し込みが必要です。
札幌在住の絵本作家・イラストレーターの
すずきももさんによる楽しいワークショップ。
エコバッグに野菜で作ったスタンプをペタペ
タ押して、自分だけのバッグを作ろう！図書館
で用意するバッグのほか、各自で持参した物
にも押せます。参加無料です。終了後、サイ
ン会も予定しています。新型コロナウイルス
の感染状況により中止とする場合があります。

25

！
！
！
の
校 取組
！
！
学
99
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ゆ と り 生活

川

俳

柳 （標茶川柳の会）

句 （標茶菱の実吟社）









歌 （自生林短歌会）

◦下萌や大地もたげる底力 
◦ＳＬや降りたとたんに風花す
◦春眠にまな板の音ありがたや

短
◦山の神十二月十二日入植時
毎年積雪七十五年前 
◦枯草に降りくる雪は初雪と
思えば子らは燥ぎておりぬ

歌 （個人）

◦新しき年を迎えるひとつとし
いつもの書店でいつもの暦を

短



◦夜の更けの寒さじんじん石油高
◦幼子の小銭喜ぶお年玉 

投稿お待ち
しています

◦新しきカーテン越しに初日さし
吉事の多き年を祈らむ 

駒井

佐藤

安藤

石川
三輪
千葉

満代

米子

教子

正男

陽三
智子
碧水

佐藤美代子
土肥 雅典

掲載希望の方は、イラスト・詩・絵
画・ 写真ほか何でも結構ですので、
作品に住所・ 氏名を記入の上、次
のところまでお寄せください。
〒088-2312 川上４丁目２番地
役場企画財政課地域振興係
「みんなの作品展コーナー」

吉田
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別）の作品

松子さん（虹

大浦

作品展

みんなの
文芸作品

絵手紙の会

樋口せつ子さん（南標茶）の作品

令和３年度会計年度任用職員を追加募集しています
詳細は町ホームページをご覧になるか、下記係へ問い合わせください。
所属課

職種番号

育成牧場

フルタイム

保育園・保育所、
子育て支援セン
ター、子ども発
達支援センター

12

14

職種

人数

業務内容

保育士・
保育補助員

保育業務・ 保育業務
補 助（ 勤 務 場 所 は 町
内各保育園・ 保育所、 保育士資格保
３人
子育て支援センター、 有者優遇
子ども発達支援セン
ター）

月給150,600円～
期末手当あり

35

介護員

７人 介護一般

介護福祉士資
格保有者優遇

月給150,600円～
期末手当あり

36

調理員

１人 調理一般

調理師免許資
格保有者優遇

月給150,600円～
期末手当あり

40

准看護師

１人 利用者の看護業務

准看護師資格

月給175,500円〜
期末手当あり

46

看護師

１人 病棟看護業務

看護師資格

月給192,400円～
期末手当あり

47

准看護師

１人 病棟看護補助業務

准看護師資格

月給175,500円～
期末手当あり

120

調理員

学校給食の調理業務
調理師免許資
１人 （勤務場所は学校給食
格保有者優遇
共同調理場）

122

介護員

４人 介護一般

介護福祉士資
格保有者優遇

時給930円〜
勤務時間により
期末手当あり

133

調理員

２人 調理一般

調理師免許資
格保有者優遇

時給930円〜
勤務時間により
期末手当あり

町立病院

パートタイム

教育委員会
管理課

給与

中型（８t限定）
・中型・大型
自動車免許の
いずれかを所
有し、かつ大
受 託 家 畜 に 係 る 飼 養 型特殊自動車 月給201,200円～
牧場作業員 ２人
期末手当あり
管理全般
免許・建設機
械（整地など）
技能講習修了
証を持ち、飼
育経験が４年
以上ある方

やすらぎ園

デイサービス
センター

資格など

やすらぎ園

時給930円～
期末手当あり

令和４年度会計年度任用職員の追加募集については
町ホームページよりご確認ください。
問い合わせ／役場総務課職員係（２階⑬番窓口☎内線217）
20
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information

標茶町役場☎485-2111
落氷雪事故を
防止しましょう

ぐるっと北海道
公共交通利用促進キャンペーン

毎年冬になると、建物からの落
氷雪による死傷事故が多発しま
す。悲惨な事故を防止するため、
次のことに注意しましょう。
・落氷雪事故が心配されるような
建物には、雪止めを取り付けま
しょう。雪止めは破損がないか
点検し、破損などがあれば早め
に修繕してください。
・落雪事故は気温上昇時や降雨時
に発生しやすいので、早めに除
雪するようにしましょう。
・雪下ろしをする時は、歩行者に
危険がないよう十分注意してく
ださい。
・屋 根から大量の雪が落ちた時
は、事故がないか確認し、通行
の支障にならないように取り除
いてください。
・交通の妨げになりますので、敷
地内の雪は道路に捨てないでく
ださい。
・軒 下の通行はできるだけ避け、
やむなく通行する時は十分注意
しましょう。
・小さなお子さんを軒下や道路で
遊ばせないでください。
○問い合わせ／
・釧路開発建設部弟子屈道路事務
所（☎015-482-2327）
・釧 路建設管理部弟子屈出張所
（☎015-482-2147）
・弟子屈警察署（☎015-482-2110）
・役場総務課交通防災係（２階⑬
番窓口☎内線213）

北海道では、新型コロナウイル
ス感染症の拡大により利用者が減
少した公共交通の需要回復に向け
た取り組みとして「ぐるっと北海
道・ 公共交通利用促進キャンペー
ン」を実施しています。キャンペー
ンを利用して、北海道内の公共交
通（鉄道、バス、タクシー、フェ
リー、航空）のお得な乗車券やクー
ポン券を購入することができます。
詳細は、北海道のホームページ
でご確認ください。なお、各交通
事業者により販売方法や購入可能
な窓口、利用方法などの扱いが異
なりますのでご注意ください。
〇販売期間・ 利用期限／３月31日
㈭まで
※上 限に達した場合、期間中でも
販売を終了することがあります
ので、あらかじめご了承くださ
い。
〇割引乗車券の例（一部抜粋）／
・Ｊ Ｒ北海道「ＨＯＫＫＡＩＤＯ
ＬＯＶＥ！全道６日間周遊パ
ス（乗り放題パス）」24,000円分
を12,000円で販売
・中央バスほか（全14社）「ＲＡＫ
ＵＴＯＫＵＢＡＳＵ14（都市間
バス用クーポン券）」10,000円分
を7,000円で販売
・北 海道ハイヤー協会「北海道期
間限定タクシー割引クーポン券」
10,000円分を7,000円で販売
※標茶ハイヤーでも利用できます。
〇販 売場所 ／各交通事業者の窓口
など
※北 海道ハイヤー協会クーポン券
は、釧路ハイヤー協同組合（☎️
0154-52-1331）での販売となりま
す。標茶ハイヤーでは販売して
いませんのでご注意ください。
〇問 い合わせ ／北海道総合政策部
交通政策局交通企画課（☎️011204-5333）
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町有バス運行管理業務の
委託について
令和４年度の町有バス運行管理
業務を下記のとおり委託する予定
です。受託を希望する事業者は、
２月28日㈪までに下記係へ連絡し
てください。なお、すでに令和
３・４年度競争入札参加資格登録
を行った事業者は連絡の必要はあ
りません。
○業 務内容 ／路線バス（オソベ
ツ・沼幌・阿歴内・茶安別・虹
別・ 磯分内線の全６路線一括）
と行事バスの運行
※町有バスは無償で貸し付けしま
す。
○乗務員の資格など／
①路線バス…大型２種免許を所有
する方、もしくは大型１種免許
を所有し「交通空白地有償運送
運転者講習」を修了した方
②行事バス…大型免許を所有する
方
③専任乗務員が乗務できない時に
交代可能な乗務員…車両に応じ
た資格などを所有する方
○履行期間／４月１日～令和５年
３月31日
〇事業者要件／町内に主たる事務
所があること、安全運転管理
者・運行管理者の資格者を有す
ること
○必要乗務員／
①路線バス…専任乗務員６人
②行事バス…専任乗務員１人
③専任乗務員が乗務できない時に
交代可能な乗務員…若干名
○問い合わせ／役場管理課車両管
理係（２階⑭番窓口☎内線143）

information
スポーツ推進委員を
募集します

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ

犬や猫の飼い方に
ついてのお願い

スポーツに関する深い関心と理
解を持ち、本町のスポーツ振興の
ため、町民がスポーツに親しみ楽
しむためのお手伝いをするスポー
ツ推進委員を募集します。
各種スポーツ団体や地域などか
らの推薦のほか、自薦による応募
をお待ちしています。
○活動内容／
・軽スポーツの開発・指導普及活
動、スポーツ大会の企画運営、
町主催の大会・教室の協力など
・本会が考案した軽スポーツ「パ
ークゴルフビンゴ」普及のため
の出前教室、改善・改良に向け
た年２回の自主研修
※活動の状況は「標茶町スポーツ
推 進 委 員 の 会 」Facebookを ご
覧ください。
○主 な活動 ／会議（年２回）
、自
主研修（年２回）
、釧路管内協
議会（研究協議会・研究集会）
、
北海道協議会（年１回）
、各種
教室・大会の運営（駅伝競争大
会、アイスストッカー大会など）
○応募条件／18歳以上の方（令和
４年４月１日現在）
○申込締切／２月28日㈪
○申し込み・問い合わせ／農業者
トレーニングセンター（☎4852434）

◎釧路湿原フィールドウォッチング
雪のフィー
ルドを散策し
ながら釧路湿
原の自然や遺
跡を観察しま
す。 ス ノ ー
シューを使用
します。
○日時／２月５日㈯、午前10時～
正午
○定員／10人
○参加費／無料
○集合場所／シラルトロ自然情報
館駐車場
○申し込み・問い合わせ／塘路湖
エコミュージアムセンター（☎️
487-3003）

犬や猫の飼い方について、多く
の苦情が寄せられています。
ペットに関するトラブルは年々
増加傾向にあるといわれていま
す。飼い主は、近隣住民の迷惑に
ならないよう、次の点に注意し適
正に飼育しましょう。
犬の飼育マナー
・犬が逃げ出さないように、しっ
かりとつな
ぐか柵に入
れましょう。
・散 歩 に 連 れ
て行く時は
必ずリード
を 付 け、 袋
などを携帯し、ふんの後始末は
しっかりしましょう。
・散歩の際の伸縮リードは、長さ
を最小限にとどめてストッパー
をかけるなど、取り扱いには十
分注意しましょう。
猫の飼育マナー
・交通事故や感染症防止、近隣住
民へ迷惑をかけないよう、猫を
外に出さず、室内で飼うよう努
めましょう。
・トイレは家の中でするようしつ
けましょう。
・猫に名札などを
付けて世話をし
ていることを明
らかにし、飼い
主としての責任
を果たしましょ
う。
・猫を無責任に増やさないよう注
意しましょう。
・子猫は生まれてから半年で子ど
もが産めるようになるので、避
妊・ 去勢をせずに放置するとど
んどん増えていきます。
○問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎️内線127）

◎アイヌの自然観 ～カムイ編～
湿原の動物の痕跡を観察しなが
らアイヌ民族と「カムイ」につい
て学びます。
○日時／２月６日㈰、午前10時～
正午
○定員／10人
○参加費／無料
○集合・申し込み・問い合わせ／
鶴居村温根内ビジターセンター
（☎️0154-65-2323）

野良猫に餌をあげないで！
・野良猫は野生動物と同じ扱いです。絶対に餌を与え
ないでください。
・かわいそうだからと餌を与え続けると、周辺の野良
猫も呼び集めて繁殖し、さらに野良猫が増えてしま
います。増やさないことが何より大切です。
・民法では野良猫に餌を与えている人も「飼い主」とみなされ、その
責任を問われます。
・猫 は餌だけでは幸せにはなれません。「自分が飼い主」という自覚
を持ち、ふん尿や毛の始末、繁殖管理、けがや病気の際は治療を受
けさせるなど、生涯世話を続ける必要があります。
■問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線127）
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標茶町役場☎485-2111

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設
本町では毎月、夜間納付相談窓
口を開設しています。
今月の窓口開設日は次のとおり
ですので、昼間はお仕事などで納
付相談が困難という方は、ご利用
ください。
なお、コンビニエンスストアで
も町税などの納付ができますの
で、夜間や休日に納付するときな
どに利用してください。
町税などは、皆さんの暮らしを
支えるための貴重な財源となって
いますので、納税に対するさらな
るご協力をお願いします。
○日時／２月28日㈪、午後８時まで
○場所／１階⑩番窓口
○問い合わせ／役場税務課納税係
（☎内線155）および各担当係

ポリテクセンター釧路
４月職業訓練生募集
北海道職業能力開発促進セン
ター釧路訓練センター（ポリテク
センター釧路）では、公共職業訓
練受講生を募集しています。
〇対象者／ハローワークに求職の
登録をしている方
〇募集科名・定員／
・建設荷役車両運転科…20人
・ビジネスワーク科…15人
〇申込期限／２月25日㈮
〇見学会／２月10日㈭、17日㈭
〇選考日／３月３日㈭
〇訓練期間／４月４日㈪～９月29
日㈭
〇費用／２万円程度（テキスト代）
〇申 し込み ／ハローワーク釧路
（☎0154-41-1201）
〇問い合わせ／ポリテクセンター
釧路（☎0154-57-5938）

納期限のお知らせ

２月25日㈮は､ 国民健康保
険税第８期の納付期限です。
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町有地売り払い情報
本町では、麻生・ 平和地区の町
有地の売り払いを行っています。
○売り払い物件・ 価格／町ホーム
ページに掲載
○申し込み ・ 問い合わせ／役場管
理課契約管財係（２階⑭番窓口
☎内線141）

石綿による疾病の
補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、
それが労働者として石綿ばく露作
業に従事していたことが原因であ
ると認められた場合には、労働者
災害補償保険法に基づく各種保険
給付や石綿による健康被害の救済
に関する法律に基づく特別遺族給
付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸っ
てから非常に長い年月を経て発症
することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになら
れた方が過去に石綿業務に従事さ
れていた場合には、労災保険給付
などの支給対象となる可能性があ
りますので、最寄りの労働基準監
督署または都道府県労働局にご相
談ください。
○問い合わせ／北海道労働局労働
基準部労災補償課（☎011-7092311）

不動産ネットワークに
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）

ふれあいカフェに
参加しませんか？
外出の機会
が少ない高齢
者の方や家族
を介護してい
る方を対象に「ふれあいカフェ」
を開催します。体を動かしたり、
ゲームなどをして、楽しい時間を
過ごしましょう。
認知機能の低下が気になる方も
楽しめる内容です。また、介護や
健康に関する相談もお受けします
ので、お気軽にご参加ください。
○日時／２月16日㈬、午前10時〜
11時30分
○場所／社会福祉センター
○内容／軽体操、ゲーム、レクリ
エーション、介護相談など
○持ち物／飲み物（水分補給用）
○申込締切／２月９日㈬
※送迎の必要な方は、申し込み時
にお伝えください。
○申し込み・問い合わせ／地域包
括支援センター（☎️485-1515）

マイナンバーカードを
作りませんか？
役場ではマイナンバーカードの
申請補助窓口を開設しています。
ぜひご利用く
ださい。
マイナポイ
ントの利用や
健康保険証と
して使用する
ためには「マイキー ID」の設定
が必要です。設定方法が分からな
い、インターネット環境がない場
合などは、申請補助窓口をご利用
ください。
○問い合わせ／役場総務課デジタ
ル推進係（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）

