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野本　弥
みこ

子ちゃん
野本　恭平さん（平　和）

〈令和３年12月23日撮影〉〈令和３年12月23日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

鈴木　健
けんと

人くん
鈴木　晴則さん（多　和）

齋藤　凪
なぎ

ちゃん
齋藤　堅太さん（茅　沼）

鈴木明
あきな

綺那ちゃん
鈴木　義孝さん（多　和）

佐藤　理
りた

太くん
佐藤　剛さん（平　和）

下山　凛
りん

ちゃん
下山　竜祐さん（　旭　）

渡邉　颯
そうすけ

介くん
渡邉　雄介さん（　桜　）

　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

令和３年火災・救急出動件数
　令和３年に町内で発生した火災件数は前年より９件増えて11件でした。救急件数は前年より５件減の370
件となっています。火災による死者、負傷者はありませんでした。
　まだまだ寒い日が続き、ストーブなどの暖房機器の使用も多くなりますが、火災・事故などが起きないよ
う取り扱いには十分注意しましょう。 令和３年・火災発生状況

種別 件数 焼損面積・台数 損害額

建物 ５ 床703㎡　表222㎡
（内容物のみ焼損) 23,753千円

車両 １ １台 460千円
林野 １ 395a ー
その他 ４ 129a　表２㎡ ー

合計 11
床703㎡　表224㎡

１台
524a

24,213千円

令和３年・救急出動状況
種別 出動件数 搬送人員
急病 176件 167人

交通事故 23件 21人
一般負傷 47件 46人
その他 124件 116人
合計 370件 350人

サイレン吹鳴について
　火災をはじめとした災害などを町民・消防団員へ周知
するために、その状況に応じてサイレンを鳴らします。
※�吹鳴時は災害活動中ですので、消防署への問い合わせ
などについてはご遠慮願います。

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
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1㈫ 2㈬ 3㈭ 4㈮ 5㈯
◦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）

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

6㈰ 7㈪ 8㈫ 9㈬ 10㈭ 11㈮ 12㈯
◦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）

13㈰ 14㈪ 15㈫ 16㈬ 17㈭ 18㈮ 19㈯
◦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）
◦離乳食学習会
　13:30～14:30（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（児）
◦ふれあい
　カフェ
　10:00～11:30（福）

◦３歳児健診
　9:00～9:45(交)
※�対象は平成30年12
　月・�平成31年１月
　生まれ
◦乳児健診
　13:00～13:30（交）

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

20㈰ 21㈪ 22㈫ 23㈬ 24㈭ 25㈮ 26㈯
◦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）
◦パパママ教室
　10:30～12:00（交）

27㈰ 28㈪
◦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）

３月上旬の予定

◦１日㈫…子育てサロン（２歳以上）
◦２日㈬…遊びの広場
◦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）

（交）…ふれあい交流センター

（児）…標茶児童館

（福）…社会福祉センター

暮らしいきいきカレンダー ２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］２月２日㈬、９日㈬、16日㈬、24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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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２月１日

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

  2  月のイベント情報
７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）

９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
12月末現在 前月対比

男 3,511人 6人減
女 3,775人 4人減
計 7,286人 10人減
世帯 3,642世帯 1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。

12月１日～12月31日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

齋藤　　共
きょう

ちゃん 堅太さん 茅 沼
岡本　冬

ゆあ

彩ちゃん 滉己さん 旭
小出　朱

しゅうか

華ちゃん 三男さん 川上公住

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

古山カツ子さ　ん 82歳 磯 分 内
遠藤　　米さ　ん 90歳 多 和
工藤　　清さ　ん 74歳 桜 公 住
木下彌團次さ　ん 90歳 開 運
齊藤　洋子さ　ん 74歳 富 士
大良カツ子さ　ん 96歳 川 上
甲賀　利一さ　ん 90歳 麻 生
安藤キシノさ　ん 97歳 厚 生

　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／・３月号…２月７日㈪
������������������・４月号…３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／・３月号…２月７日㈪
　　　　　　・４月号…３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）


