
世界自然遺産のまち知床羅臼町 



町政だより                               令和元年 ８月１３日発行 

 

知床ナンバーＰＲ事業として、２種類の「オリジナルステッカー」を下記の

とおり配布します。 

 配布・問合せ場所：羅臼町役場２階 企画振興課（87－２１１４） 

☆ぜひ、車などにステッカーを貼って知床ナンバーをＰＲして下さい☆ 



 

日時 

場所 

定員 

令和元年８月２５日（日） 
７：００～９：００ 
*６：３０より受付開始します。 

*当日定員になり次第受付を終了いたします。 

*事前予約は承っておりません。当日受付のみ

となっております。 

羅臼漁港全天候型埠頭２階 

先着５０名まで 
*一回の最大搭乗人数は４名程度です。 

≪ 注 意 ≫ 
*熱気球は天候（雨・風）による影響を受けやすい乗り物であることから、

悪天候の場合は搭乗を中断・中止致します。 

*１回の飛行は乗降時間含め、約５分間となります。 

*幼児・小学生は保護者同伴でお乗りください。 

*体の不自由な方は付添いの方とお乗りください。 

*妊娠中の方はご搭乗になれません。 

*受付時には搭乗者全員が集まるようにしてください。 

※今回は係留飛行となり、ロープで気球とアンカーを繋いでその場で１０

～１５ｍほど上昇させるものです。 

主催：商工会青年部    お問合せ先：羅臼町商工会 0153-87-2300 









                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町政だより 8月１3日発行 

【託児申込】託児を希望する方のみ、電話でお申し込みください。 

子育て支援センターありんこ ８８―１５１５  

羅臼町教育委員会（公民館） ８７―２００4  

【申込〆切日】8 月２0 日（火） 

  

日
時 

会
場 

表情がない、 

呼んでも振り向かない、 

言葉が遅い、 

視線が合わないなど 

気になることはありません

か？ 

ちいさな子どもにとって、スマホ

やテレビは大人が思う以上に影響力

があります。 

親子の素敵な時間の過ごし方、テ

レビに頼らない子育てのコツを教え

てくださいます。 

（八木浜町内会館

内） 



 

今年も、豪華客船にっぽん丸が羅臼町に寄港します。 

そこで例年大好評の船内見学会を実施いたしますので、 

皆様のご応募お待ちしております。 

≪募集詳細≫ 

令和元年 ９月 １日（日）午前１０時３０分～ 募集定員 ３０名 

令和元年 ９月 ７日（土）午前１０時３０分～ 募集定員 ３０名 

※５名以上で催行。ただし、最少催行人数に達しなかった場合や悪天候の場合は中止となります。 

※両日とも午前１０時までに羅臼港（観光船乗り場）に集合してください。 

※船内見学会は約１時間程度を予定しております。 

 

≪申込み先≫ 

羅臼町役場企画振興課 TEL：８７－２１１４ 

※受付時間は役場開庁時間（平日午前８時４５分～午後５時３０分）のみとなります。 

 

≪申込期日≫ 

８月２１日（水）午後５時３０分までにお電話にてお申込みください。 

※応募者多数の場合は、一度も乗船されていない方を優先し、役場事務局にて抽選を行い、 

選考結果をご連絡いたします。 

 

≪その他≫ 

羅臼町民が募集対象となります。 

令和元年 ８月１３日発行 町政だより 

 



令和元年８月１３日発行 町政だより 

第８回 羅臼町ソフトテニス協会杯 

   

 

子どもから大人まで一堂に会してソフトテニスを一日楽しむ町内大会です。皆さんの参加、応援

お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回 羅臼町ソフトテニス協会杯 ソフトテニス大会 申込書 

小学生の部  中学生の部  高校・一般の部  いずれかに○をしてください 

氏 名    才    才 

連絡先   

※申し込みするペアの部門が違う場合は、年齢が上の選手の部門での競技となります。 

○と  き  令和元年９月８日（日） 

○と こ ろ  羅臼町営テニスコート（羅臼町幌萌町） 

       ※雨天の場合は中止とします。 

○時  間  ９：００ 開 会 式、９：３０ 試合開始 

○部  門  ①小学生の部  ②中学生の部  ③高校生・一般の部 

        ※男女混合ペアも可です。 

○参 加 費  無料 （大会当日のスポーツ保険は主催者で加入します。） 

○賞     各部門優勝ペアには優勝カップ、１位～３位賞状 

○競技方法  ①ダブルスとします。 

       ②試合はリーグ戦方式で７ゲームマッチとします。 

ただし、参加人数が多い場合はトーナメント方式やゲーム数の短縮

など調整を行う場合があります。 

       ③小学生の部は５ゲームマッチ（オープン試合は３ゲーム）とします。 

○そ の 他  昼食・飲み物は各自持参してください。 

○申込方法  二人１組で下記の申し込み用紙に記入し、８月３０日（金） 

までにお申し込みください。 

①直接提出 又は ②FAX送信（羅臼町役場）：８７－２９１６ 

○連 絡 先  協会（対馬）：８７－３９４０、役場（丸山）：８７－２１１１ 

 

主 催／羅臼町ソフトテニス協会・羅臼町体育協会  後 援／羅臼町教育委員会 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12lv8tmmh/EXP=1348222265;_ylt=A3JuMGa461pQNvkAP1aU3uV7/*-http:/www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/tennis/sozai/203.jpg


できるだけ暖かい服装でご参加ください。天候

や歩いているうちに暑くなる可能性もあるの

で、その時には着ている上着を脱いで涼しくな

れるようご準備ください！具体的な服装を知り

たい方は事務局までお問い合わせください。 

 
※ 荒天時は、中止となります。 

開催日 ９月１日（日） 

○日 程  07：00 緑町の役場駐車場集合・出発 

      07：30 入山口着 

      07：35 羅臼湖へ出発 

      09：35 羅臼湖到着・休憩(15分) 

      09：50 羅臼湖出発 

      11：20 入山口着 

      12：00 駐車場着・解散 

 

○対 象  小学３年生以上の町民 

 

○参加料  会員：５００円  非会員：１，０００円(保険料込み) 

 

○持ち物  雨具・暖かい服装・長靴・長靴が入るビニール袋 

      バスの中での履物・飲み物・軽食 

 

○締 切  ８月２８日（水）午後５時まで 

      春日町福祉会館内らいず事務局 ８５－７７１５ 

〈難易度〉★★★〈会員ポイント〉5 

三の沼からの羅臼岳 四の沼 



町政だより                       令和元年 8 月 13 日発行 

 

今年度、新たに寄贈いただいた生活用具や漁具、ニシン漁に使用さ

れた和船の模型などの新着資料展を下記の通り開催いたします。 

 

記 

開催場所：羅臼町郷土資料館１階多目的スペース 

開催期間：令和元年 8 月 13 日～10 月 11 日 

（8 月 13 日～9 月 13 日全日開館。9 月 14 日～10 月 11 日は土日祝日休館） 

開館時間：9：00～17：00 

入 館 料：無料 



 

 

町政だより令和元年８月１３日                           

                                                          保健福祉課                             

                                 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約受付期間：令和元年 ８月１３日(火)～  ８月３０日(金) 

検 診 期 間：令和元年 ９月 ２日(月)～  ９月３０日(月) 

 
 
 

 

 

① 中標津病院  ✿予約受付期間に中標津病院 医事課 医事係に検診の予約をする。 

（0153）72-8200    婦人科・外科外来の窓口に直接予約した場合は一般扱いになり、料金が                  

医事課 医事係     異なります。 

♡乳がん検診はマンモグラフィの撮影のみになります。 

 

②保健福祉課窓口 ✿予約後福祉課で検診受診券を購入する。           

♡乳がん   ：2,400 円（1,200 円）※４０歳以上で和暦の奇数年生まれの方 

                     偶数年生まれの方は、今年度羅臼町の 

助成は受けられません。 

♡子宮頸がん ：1,900 円（ 950 円）※20 歳以上になる方 

♡クーポン対象者は無料、（ ）は 70 才以上及び生活保護受給の方の料金 

 

③ 予約日に受診  ✿時 間 厳 守 

           ✿検診受診券・問診票を持参して下さい。 

                       ♡保健福祉課窓口でお渡しします。 

 

④ 結果の郵送   ✿１か月前後にご自宅に結果を郵送いたします。 

 

 

町立中標津病院で、羅臼町

の助成を利用した子宮頸

がん・乳がん検診は、年 2

回時期が決まっており、２

回目のご案内になります。 
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