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栗田　和
わく

空くん
栗田　勇さん（平　和）

〈平成26年２月20日撮影〉

馬渕凛
りりか

々花ちゃん
馬渕　裕介さん（開　運）

〈平成26年２月20日撮影〉

ゼロ

３歳児健診で
虫歯がなかったよ！

木下　隆
りゅうせい

清くん
木下　徹さん（麻　生）

森田　真
まお

央ちゃん
森田　泰彦さん（磯分内）

橋本　来
らいと

冬くん
橋本　路江さん（麻　生）

麻野　魁
かいと

斗くん
麻野　猛さん（桜公住）

松田　実
みお

桜ちゃん
松田　優介さん（開　運）

菅野　大
たいき

希くん
菅野　健一さん（桜公住）

伊藤　樂
がく

くん
伊藤　宏さん（　桜　）

大倉　幸
ゆきひろ

拓くん
大倉　敏幸さん（川　上）

　広報しべちゃで掲載された写真は、データ形式
のみ提供しますので、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⑯番窓口☎485-2111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

　大型連休中の５月５日はごみの収集はお休みで
す。４月29日、５月６日は通常どおり収集します。
　クリーンセンター
での受け入れは４月
29日と５月３〜６
日がお休みです。

大型連休中のごみ収集・受け入れについて

　農業委員会では、「参考賃借料」を設定してい
ます。
　本年は３年に１度の改定時期で、協議・検討し
た結果、下記のとおり参考賃借料を改定します。
４月１日以降に農地の賃貸借料を設定するとき
は、下記の「参考賃借料」を参考としてください。

農地の区分 参考賃借料 基準収量

上　畑 3,100円 4,100㎏

中　畑 2,000円 3,600㎏

下　畑 1,400円 3,200㎏

農地の参考賃借料の改定について

標茶町参考賃借料【畑（牧草畑）の部】

■問い合わせ／農業委員会事務局
　　　　　　　（☎485-2111内線171）

（10アール当たり）
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１㈫ ２㈬ ３㈭ ４㈮ ５㈯
◦総合住民健診
　 7:00〜10:00（磯）
◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00〜11:30（交）
　14:00〜15:30（交）

◦総合住民健診
　 7:00〜10:00（磯）

◦総合住民健診
　 7:00〜10:00（久）

◦総合住民健診
　 7:00〜10:00（塘）
◦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㈯
◦総合住民健診
　 6:00〜10:00（交）

◦総合住民健診
　 6:00〜10:00（交）
◦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）

◦総合住民健診
　 6:00〜10:00（交）
◦子育てサロン
　（2歳以上）
　10:00〜11:30（交）
　14:00〜15:30（交）

◦総合住民健診
　 6:00〜10:00（交）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30〜15:30（交）

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

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）

◦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（交）

◦３歳児健診
　 9:30〜9:45(交)
※対象は平成23年２・
　３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）

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）

◦わんぱく
　10:00〜11:30（交）
◦介護者のつどい
　13:30〜15:30（交）
◦生きがい
　リハビリ教室
　「ひまわり」
　13:30〜15:30（交）

◦歯科検診
　（フッ素・サホライド塗布）
　10:00〜10:20（交）
◦子育てサロン
　（0・1歳）
　10:00〜11:30（交）
　14:00〜15:30（交）
◦離乳食学習会
　13:00〜14:30（交）

27㈰ 28㈪ 29㈫ 30㈬
◦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）

（交）…ふれあい交流センター
（磯）…磯分内酪農センター
（久）…久著呂農村環境改善センター
（塘）…塘路住民センター

　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。

■相談日／４月２日㈬、９日㈬、16日㈬、23日㈬、30日㈬
■場所／役場住民課社会福祉係
※事情により来庁できない方のために訪問相談も行っています。

また、上記相談日以外も随時受け付けていますので、相談希望
の方は下記へお気軽にご連絡ください。　
■問い合わせ／
◦役場住民課社会福祉係（１階②番窓口☎485-2111内線132）
◦ハート釧路障がい者相談支援事業所（☎0154-32-7400）

　　 障がい者相談支援事業 相談日のお知らせ 　　乳がん・子宮頸
けい

がん検診

暮らしいきいきカレンダー ４月

母子健康手帳の交付はふれあい交流センター
で受け付けています。

５月上旬の予定
◦２日㈮…子育てサロン（０・１歳）
◦７日㈬…生きがいリハビリ教室「ひまわり」
◦８日㈭…子育て講座
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発行／標茶町役場／編集／地域振興係／発行日／

役場ホームページ　　　　http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/yakuba/
携帯電話版ホームページ　http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/i/
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配合率100％再生紙および
100％植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

カメラ付き携帯電話の機能
にバーコードリーダーがあ
る方は、ＱＲコードからも
アクセスできます。

ＱＲコード

平成26年４月１日

お
ま
ち
し
て
い
ま
す　

心
情
報

◀

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）

19日㈯ 10:15〜「第８回食のつどい」標茶のご当地グルメを考えよう
（コンベンションホールうぃず）

人の動き

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。

２月末現在 前月対比
男 3,895人 4人減
女 4,202人 11人減
計 8,097人 15人減
世帯 3,622世帯 4世帯減

２月１日～２月28日届出分

おたんじょうおめでとう
氏　　名 保護者 住　　所

大谷　琉
るい

碧く　ん 和也さん 麻 生
田代　春

はるた

太く　ん 忠司さん 川 上
力武なみえちゃん 盛也さん 磯 分 内

おくやみもうしあげます
氏　　名 年　齢 住　　所

吉田　好子さん 83歳 塘 路
石垣ミキ子さん 83歳 桜
髙橋　昭雄さん 70歳 オソツベツ
倉内　峯夫さん 68歳 平 和
髙橋　敏子さん 97歳 麻 生
筧　ナラエさん 87歳 開 運
松本ひさのさん 97歳 川 上
熊谷トモヱさん 98歳 川 上
伊藤　義昭さん 61歳 虹 別
橋本美名子さん 97歳 常 盤
尾㟢　幸子さん 88歳 川 上
佐藤　久一さん 86歳 常 盤
松岡　キノさん 91歳 桜

 ４  月の催し

団地名 住宅番号 室構成 面積 竣工年度 月 額 家 賃

川上団地

7-2-5 3DK 64.98㎡ S57 13,900〜18,400円

K-2-301 2LDK 54.90㎡ S59 15,700〜23,300円

K-3-301 2LDK 54.90㎡ S61 16,100〜24,000円

K-4-201 2LDK 54.90㎡ S62 16,300〜24,400円

開運団地 C-2-2 1LDK 55.80㎡ H18 18,600〜27,700円

桜 団 地

S-1-124 1LDK 36.59㎡ H2 10,400〜15,600円

S-2-222 3LDK 69.15㎡ H2 20,100〜29,900円

S-6-201 2LDK 63.16㎡ H16 21,000〜31,300円

S-10-122 1LDK 48.87㎡ H6 14,800〜22,000円

S-11-202 1LDK 49.33㎡ H17 16,500〜24,500円

虹別団地
7-1 2LDK

50.01㎡ S50 7,200〜10,800円
3DKとして利用可能

　４月10日まで下記住宅の入居者を募集します。
■申し込み・問い合わせ／
　役場管理課管財係　（１階⑦番窓口☎485-2111内線142）

町営住宅入居者募集

◎月額家賃は世帯人数や年間所得により上の表の幅で変わります。
◎１つの住宅に２件以上の申し込みがあった場合は、選考委員会を開催

し、入居者を決定します。
◎申し込みの結果は20日ごろ郵送でお知らせします。
◎入居が決定した場合、入居者と同程度以上の収入がある連帯保証人（１

人）の連署する請書の提出が必要で、月額家賃の３カ月分の敷金が必
要となります。

◎単身者は１LDK･ ２DK・２LDKまでの住宅のみ申し込みできます。
　ただし、２LDKは２名以上の世帯の申し込みがある場合は、その世帯

が優先されることがあります。
◎３月10日現在、退去届けが出されている住宅です。入居日については、

修繕などにより遅くなる住宅もありますのでご了承ください。


