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　いつまでも元気
で楽しい生活が送
れるよう、健康づ
くりを目的とした
簡単な体操「いき
いき百歳体操」を
行います。
　参加を希望する
方は、下記まで申
し込みください。
なお、運動しやすい服装でお越し
ください。
◯�����日時／11月10日㈯、午前９時30
分〜正午

◯�場所／開発センター
◯�講師／標茶町健康づくり運動指
導員

◯�申し込み期日／11月９日㈮
◯�申し込み・問い合わせ／標茶女
性団体連絡協議会　山口さん
（☎485-3717）

　北海道と釧路・ 根室管内の市町
村などが差し押さえた物件の合同
公売会を開催します。合同公売会に
は多くの物件が出品され、入札、せ
り売りに参加することができます。
◯日程／10月14日㈰
◯時間／
・�開場…午前11時���������
・�入札…午前11時〜午後１時（開
札は午後１時）
・せり売り…正午〜
※�受け付けは午前11時55分まで
◯�場所／釧路市観光国際交流センター
◯�北海道釧路総合振興局ホーム
ページ／ http://www.kushiro.
pref .hokkaido. lg . jp/ts/nzi/
koubaikai.htm

�※�参加条件、参加に必要な物が異
なります。詳しくは、下記に問
い合わせください。
◯�問い合わせ／役場税務課納税係
（１階⑩番窓口☎内線156）

　プラスチック類
を「資源ごみ」と
してではなく「燃
やせるごみ」とし
て出す家庭が増え
てきています。資源を有効活用す
るため、そして新しく稼働した焼
却炉の延命化のためにも、ごみの
分別にご協力をお願いします。
○プラスチック類の分別・排出方法
・�プラマークの表示があるもの
が、資源ごみの対象となるもの
です。
・�中身を空にし、汚れているもの
は拭き取るか水洗いし、乾燥さ
せてください。
・�プラスチック類の資源ごみの対
象となるものを、すべて１つの
袋（透明か半透明）にまとめて
入れてください。

○�問い合わせ／役場住民課環境衛
生係（１階③番窓口☎内線127）

プラスチック類のリサイク
ルにご協力ください

地方税合同公売会を
開催します

平成30年度男女平等
参画標茶集会

informationトク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

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

　これから冬にかけて空気が
乾燥し火災が発生しやすくな
ります。暖房器具を使用する
前には、掃除や点検を行って
から使用しましょう。
　10月15日㈪から31日㈬の運
動期間中、標茶消防署では防
火査察や車両広報などを通し
て防火を呼びかけます。
　皆さんのご協力をお願いします。
2018年防火標語
「忘れていない？　サイフにスマホに　火の確認」

秋の火災予防運動実施！

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金の
募集について

金融機関　

　
口座名義「日本赤十字社」
※�金融機関によっては、振込手数料がかかる場
　合があります。

■募集期間／平成31年３月31日㈰まで
■�協力方法／下記係に持参するか、下記口座へ振
り込みしてください。

　９月６日に発生した北海道胆振地方中東部を震
源とする最大震度７の地震により、北海道に大き
な被害が出ました。この災害で被災された方を支
援するため、下記のとおり義援金の受け付けを行
います。皆さんの温かいご支援をよろしくお願い
します。

��■�問い合わせ／役場保健福祉課社会福祉係（１階④
番窓口☎内線133）

三井住友銀行 すずらん支店普通預金 2787533
三菱UFＪ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105541
みずほ銀行 クヌギ支店普通預金 0620413
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◎�ザリガニウォッチング２
　～ニホンザリガニ編～
　釧路湿原に
生息する絶滅
危惧種ニホン
ザリガニの生
態を知り、生
息環境を観察
します。
○�日時／10月７日㈰、午前10時〜
正午
○定員／15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）

◎ムックリ（口琴）を作ろう
　ムックリ（口琴）とは、アイ
ヌの人たちが使っていた楽器で、
その音色は神秘的で独特なメロ
ディーを奏でます。今回は竹材を
彫刻刀で削りながら作ります。
○�日時／10月20日㈯、午後１〜３時
○定員／15人
○参加費／300円（材料費）
○�集合・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）

◎晩秋の湿原　野鳥観察会
　越冬のため釧路湿
原に渡ってきた野鳥
を散策しながら観察
します。
○�日時／10月27日㈯、午前10時〜
正午
○定員／15人
○参加費／無料
○�開催場所／シラルトロ湖・蝶の
森周辺
○集合場所／憩の家かや沼駐車場
○�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）

◎赤十字救急法基礎講習
　意識障害や気道閉塞、呼吸停止、
心停止など直ちに手当てが必要な
場面で、救急隊が到着するまでの
間に必要な知識と技術を身に付け
ます。
○�講習内容／心肺蘇生法、AED
の使い方など
○�日時／11月11日㈰、午前９時〜
午後１時
○受講資格／15歳以上の方
○定員／20人
○受講料／1,500円
◎赤十字救急法救急員養成講習
　赤十字の基本理念を理解して、
事故や病気から自分自身を守り、
急病人やけが人を正しく救助し
て、医師や救急隊員などに引き継
ぐまでの応急の手当てができるよ
うに、知識と技術を身に付けます。
○�講習内容／急病の手当て、けが
の手当てなどの救護
○日時／
・11月11日㈰、午後２〜５時
・�11月17日㈯、午前９時〜午後�
５時
・�11月18日㈰、午前９時〜午後�
５時
○�受講資格／赤十字救急法基礎講
習修了者（認定証が有効期限内
の方）
○定員／20人
○受講料／1,700円
【両講習共通】
○場所／釧路赤十字病院
○申込締切／10月31日㈬
○�資格証／全過程を修了した方に
受講証を授与します。成績優秀
な方には認定証を交付します。
○�申し込み・ 問い合わせ／日本
赤十字社北海道支部釧路市地
区（釧路市役所地域福祉課内☎
0154-23-5151）

　今年も多くの皆さんにご利用い
ただいた市街地４カ所のパークゴ
ルフ場は、次のとおり冬期閉鎖を
予定しています。
○冬期閉鎖開始日／
・�11月５日㈪から…釧路川標茶緑
地ときわパークゴルフ場
・�ホールのピンを外した時から…
釧路川標茶緑地桜パークゴルフ
場、駒ケ丘公園パークゴルフ場、
釧路川標茶緑地パークゴルフ場
※�ときわパークゴルフ場は11月１
日㈭〜４日㈰に無料開放を予定
しています。（コース状況など
により10月31日㈬で閉鎖する場
合があります）
○問い合わせ／
・�釧路川標茶緑地ときわパークゴ
ルフ場…農業者トレーニングセ
ンター（☎485-2434）
・�その他市街地パークゴルフ場…
役場建設課都市計画係（２階⑭
番窓口☎内線275）
※�農村公園などのパークゴルフ場
は、各公民館または地域会に問
い合わせください。

　弁護士に直接、日頃の悩みを相
談しませんか。
○�日時／10月17日㈬、午後１〜４
時
○場所／役場２階小会議室
○�相談内容／借
金、 離 婚、 相
続・遺言、不動
産、消費者問
題、その他法律
問題一般

○相談料／無料（予約制）
○�予約・問い合わせ／役場総務課
庶務係（２階⑬番窓口☎内線
211）

information

日本赤十字社から
講習のお知らせ

パークゴルフ場
冬期閉鎖のお知らせ

全道一斉すずらん
無料法律相談

釧路湿原国立公園連絡
協議会からのお知らせ
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　釧路公立大学では「地域に結び
つき、開かれた大学」という理念
の下、毎年釧路管内市町村の２会
場で公開講座を行っており、その
公開講座が本町で開催されますの
で、ぜひ参加してみてください。
○�日時／10月３日㈬、午後６時30
分〜午後９時
○場所／開発センター
○講座内容／
・�テーマ１…第三者委員会委員会
報告書から読み解くコーポレー
トガバナンス
　講師…釧路公立大学島信夫教授
・�テーマ２…データでみる健康の
ための医療政策

　�講師…釧路公立大学大澤理沙教授
○対象／高校生以上
○受講方法／申込不要
○�問い合わせ／
・�釧路公立大学総務課（☎0154-37-
3211）

・�役場企画財政課企画調整係（２
階⑰番窓口☎内線222）

　一般財団法人自治総合センター
では、宝くじの社会貢献広報事業
として、地域コミュニティ活動に
対する助成を行っています。
　助成対象はコミュニティ活動
に必要な設備や備品などの整備
に関する事業や、自主防災組織
の防災活動に必要な整備に関す
る事業などです。事業の活用を
希望するコミュニティ団体（町
内会・ 地域会など）は下記係ま
でご相談ください。
◯申請期限／10月12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223）

　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（アドレスは20
ページ参照）

○�申し込み・問い合わせ／役場管
理課管財係（１階⑧番窓口☎内
線141）

　運転手のパート職員２人を募集
しています。
○�募集要件／65歳以下で大型・中
型・普通自動車運転免許証を有
する健康な方

○�業務内容／利用者の送迎、乗車
の介助など

○�雇用期間／採用の日から６カ月
以内（更新予定あり）
※�詳細は、町ホームページ（アド
レスは20ページ参照）をご覧に
なるか、下記へ問い合わせてく
ださい。

○�問い合わせ／デイサービスセン
ター（☎485-1859）

　11月１日から勤務可能な調理員
の臨時職員を１人募集しています。
○�募集要件／変則交代勤務のでき
る健康な方（資格の有無は問い
ません）

○提出書類／
・履歴書（自筆、写真貼付）
・�納税確認書（町内在住者のみ本
人および配偶者）

○提出期限／10月15日㈪
※郵送の場合は、当日の消印有効
○選考方法／面接
○�提出先・問い合わせ／町立病院
（☎485-2135）

　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／10月31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

　介護職の臨時職員を若干名募集
しています。詳細は、町ホームペー
ジ（アドレスは20ページ参照）ま
たはハローワーク釧路をご覧にな
るか、下記へ問い合わせください。�
○�提出先・問い合わせ／特別養護
老人ホームやすらぎ園（☎485-
3501）

○�申込方法／下記係へ申し込みく
ださい。（原稿は原則電子データ）

○申込期間／
・11月号…10月５日㈮まで
・12月号…11月５日㈪まで
○�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）

町税および各使用料などの
夜間納付相談窓口の開設

やすらぎ園臨時職員を
募集しています

町有地売り払い情報

トク
標茶町役場☎485-2111

特　情報
トク

標茶町役場☎485-2111

特　情報

デイサービスセンター
運転手を募集しています

釧路公立大学
公開講座

納期限のお知らせ
10月25日㈭は､ 町道民税第
３期、国民健康保険税第４期
の納付期限です。

広報しべちゃ
有料広告募集

町立病院臨時職員を
募集しています

平成31年度コミュニティ
助成事業の募集


