
慶弔コーナー
平成１３年４月１日から３０日までの受け付け分から、町に住所のある
コーナー人を届け出の順に掲載しています。
お誕生おめでとう
氏名　住所　届出人
阿部楽音（中島）紘明
池田旭（赤沢）浩
及川莉央（二日町）真二
瀬戸春平（紫波中央駅前）和彦
照井匠（日詰）崇
工藤未咲（日詰）雄
北田新（二日町）謙一
小田中颯（上平沢）威
北田卓寛（北沢）卓也
長谷川篤志（紫波中央駅前）仁
工藤樹（南伝法寺）房典
藤沼瑞季（北日詰）剛彦
河野光太郎（二日町）努
田面山沙希（佐比内）道
冨山裕介（赤沢）英樹
占田恭梧（二日町）欣也
佐々木健斗（桜町）教朗
菊池優菜（平沢）実
藤村優太（上平沢）潔
佐藤利哉（犬渕）曲人
阿部源輝（大巻）源三郎
熊谷鳳矢（片寄）淳子
松原桂人（中島）淳
佐藤央都（平沢）眞一
向久保怜央（紫波中央駅前）祐二
浦田聖斗（上平沢）信博

ご結婚おめでとう
氏名　住所
佐々木直也（二日町）
及川忍（二日町）

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　住所
川村金五郎　７４（佐比内）
近藤信八　７８（土舘）
細田イマ　８４（上平沢）
田口久子　７０（上平沢）
北條政次郎　９０（北日詰）
遠山いく子　９１（日詰）
水本吉郎　５４（中島）
山屋キミエ　９０（日詰）
八重嶋テイ　７１（大巻）
菊池リン　７５（犬吠森）
田面山正勝　８１（佐比内）
山田祐吉　５８（彦部）
畠山サカヱ　９３（片寄）
池田マツエ　８９（赤沢）
山影福次郎　７７（桜町）
熊谷キサ　８３（片寄）
高橋ミサヲ　９０（片寄）
渡邊スエ　９１（日詰）
小田中ミ子　９７（上平沢）
大沼雄悦　６４（南日詰）
川口英雄　６１（犬吠森）
藤原サタ　８７（江柄）
宮崎ツネ　９６（宮手）
小川收藏　７０（二日町）
園田鉄夫　８８（北日詰）
谷地ハツノ　８８（小屋敷）
小原トシ子　６７（佐比内）

●献血にご協力を●
成分献血【６月１１日（月）】
紫波町役場　午前９：００～午後３：００
全血献血【６月１９日（火）】
ＪＡいわて中央水分支所　午前９：００～午前１０：３０
イワテプリミート　午前１１：３０～午後１１：００
山王海土地改良区　午後２：００～午後３：００
ラ・フランス温泉館　午後３：３０～午後４：３０

●献血ありがとう●
成分献血【４月２３日】
紫波町役場　２１人
全血献血【４月１６日】
紫波消防署　２００ｍｌ１人　４００ｍｌ６人
山王海農業水利事業所　２００ｍｌ１人　４００ｍｌ３人
岩手畜産流通センター　２００ｍｌ２人　４００ｍｌ９人
朝日電機工業　２００ｍｌ２人　４００ｍｌ１１人
※この期間６０人中４人が不適でした。
健康には十分ご注意を！

人口の動き
平成１３年４月３０日現在（前月比）
人口　３４，０６７人（＋１９人）
男　１６，３２８人（＋９人）
女　１７，７３９人（＋１０人）
世帯　９，７３４世帯（＋１３世帯）

１年前は（今年との差：増分）
人口　３３，６９４人（３７３人）
男　１６，１６９人（１５９人）
女　１７，５２５人（２１４人）
世帯　９，５１６世帯（２１８世帯）

町内の求人情報
●４月１９日から５月２３日まで盛岡公共職業安
定所への届出分の中から「常用」を掲載
◆就業希望者へ：盛岡職安　電話６５１－８８１１への問合
せは紹介Ｎｏ．を告げてください。また事業所へは職
安の紹介状を持参してください
◆事業所へ：掲載しているのは盛岡職安へ申し込
んでいる企業などです
■（株）ケイシーライナー岩手営業所：高水寺＝運転手
／２５～３８／６人／１２１，０００／４０６４１１１
■三光運輸（株）：犬渕＝一般事務員／１８～３０／２人
／１５０，０００～２００，０００／４０２８４１１
■アルファ住設：東長岡＝ユニットバス施工／１８～３０
／１人／１５０，０００～２２０，０００／４０３１１１１
■青山寝装（株）：上平沢＝ふとん製造員／２０～６０
／３人／１３０，０００～１５０，０００／３８４４８１１
■川守田医院：北目詰＝医療事務員／１８～２４／１
人／１４０，０００～１７０，０００／３９９３８１１
■（株）共同園芸：二日町＝事務員／３５～４５／１
人／１２０，０００／３７９０２１１営業／３５～４５／１
人／２８０，０００～３５０，０００／３７９１５１１土木工事技
術者／３５～４５／１人／２８３，０００～３５３，０００／
３７９２４１１
■橘建設（株）：桜町二建設機械オペレーター／１８～
５０／２人／１３５，０００～２７５，０００／３７６７４１１土
木作業員／１８～５０／２人／１３５，０００～２５０，０００
／３７６４８１１酉己管工／１８～５５／２人／１３５，０００
～２７５，０００／３７６５２１１建築技術者／２５～５５／
２人／１５７，０００～３５０，０００／３７６６５１１土木技術
者／２５～５５／２人／１５７，０００～３５０，０００／
３７２５５１１管工事技術管理者／４０～５０／１人／
３００，０００～３５０，０００／３７２６４１１管工事技術者／
２５～５５／２人／１５７，０００～３５０，０００／３７２７０１１
■（株）遠山産業：遠山二水道工事作業員／２０～５０
／２人／１５０，０００～１７０，０００／３６８７４１１ドライ
バー（廃棄物収集車）／２５～５０／２人／１５０，０００
～１７０，０００／３６８８０１１
■はこざき脳神経外科クリニック：桜町二医療事務／
２０～３５／１人／日寺糸合６５０～７５０／３５６８３１１
■（株）東北丸和サービス：犬渕＝一般事務／２０～
２６／１人／１３８，６００～１４６，７００／３４１４１１１
■（株）岩手畜産流通センター：犬渕＝食肉製造／２０
～４０／２人／日寺糸倉８５０～９５０／３２８０１１１

いわて就職面接会を開催
岩手県と（財）ふるさといわて定住財団の主
催で次のとおり「いわて就職面接会」を開催しま
す。対象は来春に大学・短大・高等専門学校・専
修学校を卒業予定の学生などです。
会場と日時
◆６月１８日（月）：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング
【盛岡市盛岡駅前北通、午後１時～５時】
問合せ（財）ふるさといわて定住財団　電話６５３－８９７６

紫波町中高生社会参加活動サマーワーク
高校生リーダー＆成人ボランティア募集

紫波町教育委員会では、中高生社会参加活動・恒例のサマー
ワーク（中堅リーダー研修会）の高校生リーダーと一般成人
のボランティアを募集しています。大自然の中で、目分も楽
しみながら、中学生の活動をサポートしてみませんか。
◆期日七月三十日（月）～三十一日（火）の一泊二日
◆場所国立岩手山青年の家（滝沢村岩手山麓）
◆募集人数高校生リーダー二十人程度、成人ボランティア十人程度
◆応募方法六月十五日（金）
までに、紫波町教育委員会社会教育課に、直接または電話でこ
連絡ください。社会教育課（中央公民館内）電話６７２－３３６２
有線０１－８９４１

保健センターだより
◆問合せ◆長寿健康課保健係　電話６７２－４５２２　有線０１－８９９１
歯周病に注意！歯と歯肉を守ろう
１０代の歯肉炎をきちんと治療しないと、大人になってから
歯周病（昔は歯槽のう漏と呼ばれた）に悪化するといわれてい
ます。歯周病は初期には痛みもなく、歯ぐきから血が出るだけ
なので軽視しがちですが、実は歯を失う原因の中でもっとも
多く、虫歯以上に注意が必要な病気です。
歯周病は歯の表面に付いた歯垢の中の「細菌」によって起こ
るといわれています。歯ぐきは組織的に弱いため、病気にもな
りやすく、全身の病気や抵抗力の低下が細菌の増殖を引ぎ起
こし、歯周病の発病や助長に関係します。
歯周病の元になる歯垢をきちんとコントロールできないこと
から、一種の「生活習慣病」であるともいえます。この病気の特
徴は、治療しても生活習慣や抵抗力などを改善できないとすぐ
に再発する点です。特に悪影響を与えるのが喫煙、過度の飲酒、
食生活、年齢、女性ホルモン、糖尿病、ストレスなどです。中で
も喫煙とのかかわりは世界的にも指摘されています。

歯周病の自己診断～鏡でじっくり見てみましょう～
●歯に汚れが付いている
●歯を磨くと血が出る
●歯ぐきの色が赤、または赤黒い
●歯ぐきがムズムズすることがある
●歯ぐきがはれたり、痛むことがある
●歯ぐきを押すとうみが出る
●歯が動くようになった
●最近、歯が長くなったような気がする
●歯と歯の間に食べ物がはさまりやすくなった
●歯ぎしりをする、いびきをかくといわれる
以上の中から当てはまるものが３つ以上ある場合は歯周病
のはじまりです。早めに歯科医院で検査してもらいましょう。
いずれにしても、生活習慣を見直すことと、「早期発見・早期
治療」が大切です。お大事に。
（紫波町歯科医師代表　角田克保さん）

まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選　着ぶくれの上に羽織れる串縫は命日近き母の手作り（日詰）籏福真留子
評　重ね着をしている上に羽織っている半纏は命日が近いお母さんの手作り
のもので、お母さんの温もりを思う作者、共に暖かい歌。
秀逸　クレソンを靡かせてゆく雪解水折をりきほひ逆波のたつ（赤沢）富山志げ子
評　クレソンをなびかせながら雪解水が時折逆波をたてながら流れてゆく。
早春の光景に躍動感があって、すがすがしい一首である。
佳作　雨の降る商店前の泥濘によごれるる十円われは拾へり（上平沢）浅沼久夫
佳作　関節の老いたる足をいたはりて雪解け待ちて散歩はじむる（日詰）高橋照
佳作　進学の孫はわが掌にこころよき大人の感触残し発ちたり（上平沢）中野昭子

俳句【吉里一路・選】
秀逸　山住みの囀りに明くる生活かな
囀や川のほとりの孫の家（佐比内）高橋順子
評　作者の家は山の中、孫さんのは川岸。ともに明るい烏の声で明け暮れる春の日々。
佳作　囀や彫刻の丘のぼり来て（南伝法寺）兼平よしえ
佳作　囀や石垣補修の青葉城（中島）大原秀子
入選　囀りを一人占めして切株に（上平沢）斉藤静子
入選　囀りや先づ朝空の高みより（平沢）藤尾艶子
入選　目覚けり未明窓辺の囀りに（犬吠森）加藤アイ
入選　さえづりの中を通りぬ車椅（犬吠森）小野寺礼子
入選　手をつなぐ園児の上に囀れり（上平沢）城戸美江子
入選　空晴れて囀りの歌鯉が呑む（佐比内）石杜ナヲ
入選　囀りの溢るる如し太郎杉（南伝法寺）熊谷やえの
入選　囀りや看護する人される人（犬渕）一戸一秀
題　六月＝新茶　七月＝梅雨

川柳【熊谷岳朗・選】
特選　まだ答え迷いつづける花鋏す（片寄）畠山ヤイコ
評　人間の迷いを思います。
秀逸　「幸せよ」それが生きてる答えです（星山）半田浩美
秀逸　答えます傷がも少し癒えたなら（日詰）葛岡ヒデ子
秀逸　無解答精、杯の抵抗です（北日詰）鎌田都美子
佳作　返答のない仏前に愚痴零す（日詰）脇坂イク子
佳作　完壁な答えをさぐりつつ老いる（日詰）森田嗣子
佳作　難問に答えをくれたコップ酒（南伝法寺）高橋スミ
佳作　答え出さずに手をにぎるだけのおもいやり（東長岡）半田さち
佳作　命日は答えまかせてダンゴ盛る（東長岡）工藤朝子
佳作　惚けかしら答えがすぐに浮かばない（南伝法寺）細川清．
佳作　言いにくい答えにしばし待ったかけ（片寄）畠山草子
題　六月＝結ぶ　七月＝恋
あなたの作品をお寄せください。毎月前月末までにハガキで企画課広報担当まで。

｢わが町を知る｣｢わが近隣を知る｣｢わが将来を知る｣ための総合広報・お知らせ版
平成１３年６／１～３０
紫波ネットお知らせ版６月【Ｎｏ．５７６】
【ご意見・情報は】〒０２８－３３９０　岩手県紫波郡紫波町日詰字西裏２３－１
企画課「紫波ネット」情報係まで　Ｆａｘ６７２－２３１１
【Ｅメールアドレス】ｉｎｆｏ＠ｔｏｗｎ．ｓｈｉｗａ．ｉｗａｔｅ．ｊｐ
【ホームページアドレス】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ｓｈｉｗａ．ｉｗａｔｅ．ｊｐ
第１３回　野村記念講座
文化の情報発信を目的とした第十三回野村記念講座が開催されます。今回は国語学の権威である山口明穂教授をお迎えし、講演会を。また町内多くのファンを持つソプラノの嶺貞子さんや昨年大いに会場をわかせたピアノの
有森博さんなど、豪華なゲストが来館します。

◆日時６月１７日（日）午後２時から
◆場所　野村胡堂・あらえびす記念館（あらえびすホール）
◆定員　１３０席（全席自由）立ち見席あり
◆入場料　無料（整理券が必要です）
◆整理券　６月５日（火）から次のところに置いてあります
野村胡堂・あらえびす記念館／企画課／中央公民館
◆問合せ　野村胡堂・あらえびす記念館　電話６７６－６８９６
※この日は記念館の入館料が無料になります
プログラム
第１部　講演　「銭形平次」のことば
講師　山口明穂さん（中央大学文学部教授・東京大学名誉教授）
プロフィール
１９３５年（昭和１０年）神奈川県横浜市生まれ。１９５９年（昭和３４年）東京大学文学部国文学科を卒業。愛知教育大学、白百合女子大学を経て、東京大学文学部教授。１９９６年（平成８年）退官し、現在、中央大学文学部教授。専門は国語学。著書に「日本語文法大辞典」「日本語を考える」「岩波新漢語辞典」など
第２部　コンサート
ソプラノ　嶺貞子さん
フルート　谷藤万喜子さん
ヴァイオリン　長岡聡委さん
ピアノ　有森博さん
ピアノ　田村安佐子さん
嶺貞子さん（東京芸術大学教授）、有森博さん（ショパン国際ピアノコンクール最優秀演奏賞受賞）を始め、国内外で活躍されている皆さんです。
曲目／カントループ「バイレロ」／Ｊ・Ｓ・バッハ「ピアノソナタ第１番へ短調」

皆さんの意見お聞かせください　まちづくり座談会を開催
今年度「紫波町総合計画」を策定した町では、皆さんの声を町づくりの参考にさせていただくため、まちづくり座談会を左表の通り開催しますので、お近くの会場にお出かけください。これからのまちづくりへの提言、日ごろ感じていることなど、ぜひお聞かせください。
【問合せ】企画課企画係　電話６７２－２１１１　内線３２２・３２４　有線０１－８８９１
会場　ＪＡいわて中央志和支所農協会館　古館公民館　水分公民館　中央公民館　赤石公民館　赤沢公民館　彦部公民館　長岡公民館　佐比内公民館

「しわＩＴボランティアの会」結成記念講演
期循されるＩＴ講習とパソコンボランティア
問合せ：社会教育課　電話６７２－３３６２　有線０１－８９４１
「しわＩＴボランティアの会」結成を記念して、同会と教育委員会主催の記念講演会（無料）を開催します。講師は「シニアがシニアにやさしく教えるＩＴ講習会」を実施している仙台シニアネットクラブ事務局長の庄子平弥さんです。どなたでも参加できますので、ぜひお出かけください。
日時：６月１６日（土）、午前９：４５～１１：３０　場所：盛岡南ショッピングセンター・ナックスホール

銭形屋　青少年ホーム　会員募集＆短期講座希望者を募集
青少年ホーム（通称『銭形屋』）では、１５歳から３０歳までの働く青少年の会員を募集しています。７月のサマーレクリエーション、１１月のさざんか祭、１２月のクリスマスパーティのほか、クラブ活動も盛んに行われています。新しい仲間づくりに、趣味を広げるために多数のご参加をお待ちしています。
問合せ・申込　青少年ホーム
電話　６７６－２３４４
有線　０１－３１３４
青少年ホームの短期講座受講者募集中　～長期講座にも余裕があります～
青少年ホームでは短期講座の受講希望者を募集しています。各講座とも、定員になり次第締め切りますので、お早めに申し込みをしてください。（ただし青少年ホームヘの登録が必要になります。登録料１０００円）。また長期講座（華道、茶道、書道、料理、バドミントン、着付）にも余裕がありますので希望者はお問い合わせください。
教室名　内容　期間
中国語　【全７回・定員２０人】６月１４日～７月２６日
毎週木曜、午後７：００～８：３０　青少年ホーム
ゴルフ　【全７回・定員１５人】６月１９日～７月３１日
毎週火曜、午後７：００～９：００　花巻温泉ゴルフサロン
テニス　【全８回・定員２０人】７月２日～８月２７日
毎週月曜、午後７：００～９：００　サン・ビレッジ紫波
英会話　【全１０回・定員１５人】７月１１日～１０月２４日
毎週水曜、午後７：００～９：００　青少年ホーム
陶芸　【全３回・定員１０人】７月１４日～７月２８日
毎週土曜、午後３：００～５：００　彦部　黒工房
浴衣着付　【全２回・定員１５人】７月２６日（木）～７月２７日（金）
午後７：００～９：００　青少年ホーム

６月は農業者年金現況届の提出月
６月は農業者年金の現況届の提出の月
です。平成１２年６月３０日までに農業者年金の支給が決定した人は、六月一日か５二十九日までに農業委員会に提出しなければなりません。そこで農業委員会では、左のように各地区を巡回して受け付けします。ご都合が悪い場合は、６月１１日から２９日までに直接農業委員会事務局に提出してください。なお該当する人には、５月中に農業者年金基金から現況届の用紙が郵送されています。
地区　月日　時間　会場
日詰　６月５日（火） 午前９：００～９：３０　ＪＡいわて中央日詰支所
古館　６月５日（火） 午前１０：３０～１１：３０　ＪＡいわて中央古館支所
水分　６月５日（火） 午前１：３０～３：００　ＪＡいわて中央水分支所
彦部　６月６日（水） 午前１０：００～１１：００　ＪＡいわて中央彦部支所
志和　６月６日（水） 午前１：３０～３：３０　ＪＡいわて中央志和支所
佐比内　６月７日（木） 午前１０：００～１１：００　ＪＡいわて中央佐比内支所
赤石　６月７日（木） 午前１：３０～３：００　ＪＡいわて中央赤石支所
長岡　６月８日（金） 午前１０：００～１１：００　長岡公民館
赤沢　６月８日（金） 午前１：３０～２：３０　ＪＡいわて中央赤沢支所

国民年金コーナー
■問合せ■岩手県国民年金基金　フリーダイヤル　０１２０－５２４８１４
町民課年金係　電話６７２－２１１１　内線１４６、１４７、 有線０１－８９０１
第３号の届出はお済みですか
国民年金の加入者は、次の３つに別れています。
◆第１号被保険者　２０歳以上６０歳未満の人で、第２号、第３号以外の人
（農業や自営業の人とその配偶者、学生など）
◆第２号被保険者　厚生年金保険や共済組合に加入している人
（サラリーマン、０Ｌや公務員など）
◆第３号被保険者　第２号の人に扶養されている配偶者で２０歳以上６０歳未満の人
（専業主婦や低所得のパートの人など）
第１号被保険者は、毎月１３，３００円の保険料を納めていただきます。第２号被保険者は、収入に応じた保険料が毎月給料から天引きされます。第３号被保険者は、保険料の納付は必要ありませんが、年金は第１号、第２号の人と同じ条件で受けることができます。それは、配偶者の加入している年金制度が第３号被保険者の人の分を負担するしくみになっているからです。ただし、第３号被保険者になったたびに、手続きが必要です。手続きを忘れると、年金を受けられなくなる場合もあります。結婚や退職、配偶者の転職など
人生の節目には、忘れずに手続きをしてください。時効は２年間ですので、手続きはお早めにお願いします。
国民年金基金をこ存じですか
国民年金を増やしたいという人に、国民年金基金という制度があります。これは、国民年金に上乗せする年金で、国民年金法に基づいて創設された公的年金制度ですから安心です。国民年金の保険料を納めている人に限り、加入することができます。特徴として、それぞれの生活設計に合わせて加入口数（掛金）を選ぶことができますし、加入途中で掛金を増やしたり減らしたりすることもできます。経済状況などによりどうしても納めることができない場合も、契約が中途解約されることはなく、納めた期間に応じて年金が支給さ
れます。また、納めた掛金は、全額社会保険料控除の対象となり、所得税、地方税が軽減されます。



６月のカレンダー
日・曜日　小児救急　保健　一般
１日　金曜日　小児救急（宿直）川久保　保健・ママ■母子健康手帳交付日（午後１時～４時まで保健センター）・【総合検診】（古館５～８区、古館公民館） 一般◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／熊谷紀さん）
２日　土曜日　小児救急（日直）日赤　（宿直）日赤　保健・【総合検診】（古館９～１１区、古館公民館）
一般■図書ネット（古館小・赤石小・紫波一中の図書室を開放。午後１時～４時）・第２６回紫波町柔剣道大会　体育協会主催。午後９時から総合体育館
３日　日曜日　小児救急（宿直）医大　保健【休日当番医】高宮消化器科内科医院　電話６９７－７０３０
【総合検診】（古館１２～１５区、古館公民館） 一般◆第１６回緑の祭典／水道相談コーナー・水道展　午前９時３０分～午後５時、盛岡南ショッピングセンターナックス東側駐車場　※記事参照　◆紫波町消防演習午前７時４５分～、河川グラウンド　※記事参照　・第４５回紫波町剣道大会　体育協会主催。午前９時から総合体育館
・第４５回紫波町柔道大会　体育協会主催。午前９時から総合体育館
全日本スポーツ少年団軟式野球交流大会郡予選　紫波郡野球協会主催。午前９時から運動公園野球場
４日　月曜日　小児救急（宿直）中央　保健・【総合検診】（古館１６～１９区、古館公民館） 一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
５日　火曜日　小児救急（宿直）国立　保健・【総合検診】（佐比内１～５区、佐比内公民館） 一般・ママ　
赤ちゃん広場　午前９時～１１時に古館保育所内子育て支援センターで【０歳対象】
６日　水曜日　小児救急（宿直）こども　保健・【総合検診】（佐比内６～９区、佐比内公民館） 一般・ママ　
保育所・児童館開放　午前９時３０分～１１時に各保育所・児童館を開放◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／弥勒地武彦さん）

イベント・行事盛りだくさん
町の情報あれこれ
防火の意識を再確認
恒例の消防演習開催
町では、消防団など８００人以
上が参加する消防演習を行いま
す。ほかに佐比内小学校少年消
防クラブの金山太鼓やあづま幼
稚園、赤石幼稚園、幼年消防クラ
ブの遊戯も行われます。
なお紫波橋付近には駐車でき
ません。駐車場は町保健セン
ター、ＪＡ東部支所をこ利用く
ださい。
◆日時　６月３日（日）午前７
時４５分から
◆場所　河川グラウンド
◆問合せ　生活環境課消防安全係
電話６７２－２１１１　内線１５３
有線０１－８９０１

ケヤキや花苗の無料配布
水道相談コーナーも
皆さんの都市緑化への理解と
協力で、花と緑の豊かな町づく
りを進めるため、町では「第１６
回紫波町緑の祭典」を開催しま
す。当日は町の木であるケヤキ
の苗や花苗を無料配布するほか、
花木の即売や植栽講習、ポニー
の乗馬など多くの催しを予定し
ていますので、皆さんお誘い合
わせのうえお出かけください。
また同日同会場で水道工事店組合
青年部と町が共催の水道相談コーナー
、水道展も開催されます。これは
「水道は豊かな社会のいのちづな」
をキャッチフレーズに６月１日から７
日まで全国で展開される水道週間の
一環として行われるものです。
水道についてのこ相談はぜひこの
機会にこ利用ください。

◆日時　６月３日（日）、午前９
時３０分～午後５時（ケヤキ、花
の苗の配付は午前９時３０分と
午後１時３０分）
◆会場　盛岡南ショッピングセ
ンター・ナックス東側駐車場
◆問合せ【緑の祭典】都市計画課
電話６７２－２１１１　内線５２４
有線０１－８８３１
【水道相談コーナー】水道事業所
電話６７２－２１１１　内線４２１～４２５
有線０１－８９５１

講演と歌でつづる
巽聖歌童謡まつり
童謡まつり実行委員会では第
６回巽聖歌童謡まつりを開催し
ます。当日は「聖歌さんの思い
出」と題する作山静男さんの講
演のほか、日詰小学校４年生の
歌（かぜにおうちが、とんび）、
さらに参加者全員での合唱が行
われます。
◆日時　６月２３日（土）、午
後１時３０分から
◆会場　日詰小学校体育館（な
るべく徒歩や公共の交通機関で
お越しください。車の場合は中
央公民館をこ利用ください）
◆問合せ　日詰公民館
電話６７２－３３７２

紫波町民劇場の原作募集
町民劇場の原作（脚本も可）を
募集しています。紫波町を題材
とするものであれば、ジャンル
は問いません。皆さん、どしどし
こ応募ください。
◆問合せ　紫波町民劇場実行委
員会事務局（中央公民館内）
電話６７２－３３７２
有線０１－２９２２

７日　木曜日　小児救急（宿直）日赤　保健・【総合検診】（赤沢１～４区、赤沢公民館）・ママ　すくすく広場　午前９時～１１時に古館体育所内子育て支援センターで【０・１歳・ちぎって遊ぼう】
８日　金曜日　小児救急（宿直）医大　保健・【総合検診】（赤沢５～８区、赤沢公民館）・ママ　母子健康手帳交付日（午後１時～４時まで保健センター） 一般◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／細川博明さん）・グラウンドゴルフ協会月例会　町グラウンドゴルフ協会主催。午前９時から運動公園陸上競技場
９日　土曜日　小児救急（日直）こども（宿直）こども　保健・【総合検診】（志和２～７区、ＪＡいわて中央志和支所）一般■図書ネット（古館小・赤石小・紫波一中の図書室を開放。午後１時～４時）・県小学生バドミントンシングルス大会　県バドミントン協会主催。午前９時から総合体育館
１０日　日曜日　小児救急（宿直）中央　保健【休日当番医】渡辺内科医院　電話６７２－３６６７・【総合検診】（志和８～１１区、ＪＡいわて中央志和支所）一般・第２１回３６０歳ソフトボール大会　教育委員会主催。午前８時４５分から運動公園野球場・第２７回紫波町ソフトテニス大会　体育協会主催。午前９時からサン・ビレッジ紫波
１１日　月曜日　小児救急（宿直）日赤　保健・【総合検診】（志和１２～１６区、ＪＡいわて中央志和支所）一般◆◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課・かたくり号巡回　１コース
１２日　火曜日　小児救急（宿直）市立　保健・【総合検診】（志和１７～２１区、ＪＡいわて中央志和支所）
・ママ　１歳児歯科健診（平成１２年４月・５月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター　一般・かたくり号巡回　２コース
１３日　水曜日　小児救急（宿直）中央　保健・【総合検診】（赤石１６～１８区、赤石公民館）・ママ　３歳６ヶ月児健診（平成９年１１月・１２月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター　一般◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／阿部節子さん）・かたくり号巡回　３コース
１４日　木曜日　小児救急（宿直）国立　保健・【総合検診】（赤石１６～１８区、赤石公民館）・ママ　乳児健診（平成１２年１１月・平成１３年２月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター　一般・ママ　すくすく広場　午前９時～１１時に古館体育所内子育て支援センターで【２歳以上・ペープサートをみよう】・かたくり号巡回　４コース
１５日　金曜日　小児救急（宿直）こども　保健・【総合検診】（赤石９～１２区、赤石公民館） 保健・ママ■母子健康手帳交付日（午後１時～４時まで保健センター） 一般◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／松下壽夫弁護士※社会福祉協議会へ要予約　電話６７２－３２５８）・かたくり号巡回　５コース
１６日　土曜日　小児救急（日直）日赤（宿直）日赤　保健・【総合検診】（赤石５～８区、赤石公民館） 一般■図書ネット（古館小・赤石小・紫波一中の図書室を開放。午後１時～４時）

また同日同会場で水道工事店組合
青年部と町が共催の水道相談コーナー
、水道展も開催されます。これは
「水道は豊かな社会のいのちづな」
をキャッチフレーズに６月１日から７
日まで全国で展開される水道週間の
一環として行われるものです。
水道についてのこ相談はぜひこの
機会にこ利用ください。

紫波町民劇場の原作募集
町民劇場の原作（脚本も可）を
募集しています。紫波町を題材
とするものであれば、ジャンル
は問いません。皆さん、どしどし
こ応募ください。
◆問合せ　紫波町民劇場実行委
員会事務局（中央公民館内）
電話６７２－３３７２
有線０１－２９２２

まごころ・ありがとう
善意の窓
◆福田要さん（江柄）は、公民
館図書充実のため書籍千三百六
十冊を中央公民館へ。
◆鷹木壯光さん（上松本）は、
水分小学校鼓笛隊楽器購入のた
め二十万円を町へ。
◆彦部中学校史編纂委員会（佐
藤嘉吉委ロ貝長）は、彦部中学校史
一冊を野村胡堂・あらえびす記
念館へ。

お知らせ版
ママ・パパ伝言板
★問合せ　子育て支援センター（古館保育所内）電話ＦＡＸ６７１－２２００
子育て支援活動の紹介
■赤ちゃん＆すくすく広場
古館保育所内の子育て支援セ
ンターで行われている保育所や
幼稚園に入る前の子どもとお母
さん・お父さんを対象にした遊
びの広場です。Ｏ歳児だけの
「赤ちゃん広場」と、０・一歳児、
二歳以上の「すくすく広場」と
年齢別に開催されます。お気軽
にこ参加ください。また年数回、
土曜には季節の遊びや行事を取
り入れた「ふれあいパパママラ
ンド」も行われます。（開催日・
内容はカレンダー参照）
■育児相談　子育てで困っている
ことや悩んでいることをお気
軽にお話ください。【電話相談
は月～金曜の午前九時～午後四
時三十分／来所相談は月～金曜
の午前九時～十一時・午後一時
～四時】
■一時預かり保育　急病や冠婚
葬祭などの際に一時預かり保育
（有料）を行っています。ただし
前日までに予約が必要で、定員
を超える場合はお断りすること
もあります。
■ハッピーママさん　こんにちは
はじめてお母さん・お父さん
になる人を対象に中央保育所と
古館保育所を開放します。原則
第一・三水曜。
■保育所・児童館開放
町内の保育所・児童館を開放します。
原則として第一・三水曜。

１７日　日曜日　（宿直）医大　保健【休日当番医】加藤内科医院　電話６７２－３６９９・【総合検診】（赤石１～４区、赤石公民館）一般◆第１３回野村記念講座（午後２時、野村胡堂・あらえびす記念館　※記事参照）
・第２１回３６０歳ソフトボール大会　教育委員会主催。午前８時４５分から運動公園野球場　・県社会人卓球大会兼全日本予選会　県卓球協会主催。午前９時から総合体育館
１８日　月曜日　（宿直）こども　保健・【総合検診】（長岡１～６区、長岡公民館） 一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
１９日　火曜日　（宿直）中央　保健・【総合検診】（長岡７～１１区、長岡公民館） 一般・ママ　赤ちゃん広場　午前９時～１１時に古館保育所内子育て支援センターで【０歳対象】・老人クラブ連合会６月ゲートボール大会　町老人クラブ連合会主催。午前９時から運動公園陸上競技場
２０日　水曜日　（宿直）川久保　保健・【総合検診】（彦部１～６区、彦部公民館）・ママ　マタニティ教室（午前９時３０分～１１時まで古館保育所内子育て支援センター／赤ちゃんを迎える生活）※申込は保健センターまで　一般・ママ　保育所・児童館開放　午前９時３０分～１１時に各保育所・児童館を開放◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／鈴木光子さん）・第２１回３６０歳ソフトボール大会（２１日まで）教育委員会主催。午後７時から紫波第二中学校　・紫波郡中学校総合体育
大会（２１日まで）郡中学校体育連盟主催。午前９時から運動公園全施設
２１日　木曜日　（宿直）医大　保健・【総合検診】（彦部７～１０区、彦部公民館） 一般・ママ　すくすく広場　午前９時～１１時に古館保育所内子育て支援センターで【０．１歳・製作ジャンプがえる】
２２日　金曜日　（宿直）国立　保健・【総合検診】（全地区対象、保健センター）・ママ■母子健康手帳交付日（午後１時～４時まで保健センター）◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター　相談員／加藤悦子さん）
２３日　土曜日　（日直）医大　（宿直）医大　一般◆まちづくり座談会　※会場・時間など記事参照　◆第６回巽聖歌　童謡まつり　午後１時３０分～、日詰小学校体育館　※記事参照　■図書ネット（古館小・赤石小・紫波一中の図書室を開放。午後１時～４時）・ママ　おはなしの森　午後１時３０分～３時３０分、赤石公民館（絵本や本の貸し出し、おはなし会など）
２４日　日曜日　（宿直）中央　保健【休日当番医】徳永整形外科　電話６９７－１１０１　一般◆まちづくり座談会　※会場・時間など記事参照
２５日　月曜日　（宿直）日赤　保健・ママ　ママのほっと広場（乳幼児相談）午前９時～１１時、午後１時～３時まで保健センター　一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課

■婦人検診　受付時間：午前９：００～１１：００
１：００～２：３０

保健・医療（日程はカレンダーに記載）
★問合せ　保健センター電話６７２－４５２２　有線０１－８９９１
母子手帳交付・健診
■母子健康手帳交付日
原則として毎週金曜
■乳児健診　
三～四、六～七カ月児対象。母子健康手帳、おむつ、バスタオルを持参。
■そのほかの健診母子手帳交付・健診
母子健康手帳、タオル、歯ブラシ持参。二歳児・二歳六カ月児歯科健診では
希望者に五百円でフッ素塗布を行います。

予防接種
※三種混合、麻しん、風しん、日本脳炎、ツ反、ＢＣＧは個別接種です。
町の委託医療機関で子どもの体調の良いときに受けましょう。
■ツ反は毎週火曜接種、木曜判定。ＢＣＧは毎週木曜接種です(表参照。ただし祝日を除く)。
■予防接種を受ける場合は、予診票に必要事項を記入して、
母子健康手帳といっしょに持参するようにしてください。
■ポリオ…集団接種で四・五月と十・十一月に行われます。

小児救急病院の当番制
①軽い病気の場合、午後七時三
十分～十一時は「盛岡市夜間急
患診療所」で、休日の午前九時～
午後五時は「休日当番医」で診
療。それ以外の時間帯は小児救
急入院受入病院（左表参照）で
診療を
②入院が必要な場合は、当日の
小児救急入院受入病院に
③特に重症の場合は岩手県高次
救急センターで受診
▼問合せ　盛岡市保健センター
電話６５１－４１１１
盛岡市医師会　電話６２５－５３１１
長寿健康課　電話６７２－４５２２
有線０１－８９９１

小児救急病院の当番医
医療機関名　略称　所在地　電話
岩手県立中央病院　中央　盛岡市上田1-4-1 電話653－1151
盛岡市立病院　市立　盛岡市本宮字小屋敷15-1 電話635－0101
国立療養所盛岡病院　国立　盛岡市青山1－25-1 電話647－2195
岩手医科大学付属病院　医大　盛岡市内丸19-1 電話651－5111
盛岡赤十字病院　日赤　盛岡市三本柳6-1-1 電話637－3111
川久保病院　川久保　盛岡市津志田26-30-1 電話635－1305
もりおかこども病院　こども　盛岡市上田字松屋敷11-14 電話662－5656

■育児相談　子育てで困っている
ことや悩んでいることをお気

町内の保育所・児童館を開放します。
原則として第一・三水曜。

日・曜日　小児救急　保健　一般

２５日　月曜日　（宿直）日赤　保健・ママ　ママのほっと広場（乳幼児相談）午前９時～１１時、午後１時～３時まで保健センター　一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
２６日　火曜日　（宿直）市立　一般　◆あらえびすレコードコンサート（午後６時３０分、野村胡堂・あらえびす記念館／オール蓄音機タイム【プログラムは当日発表】コーヒー代として１００円）
２７日　水曜日　（宿直）こども　保健　・【婦人検診】（日詰１～１９区、保健センター）一般　◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター相談員／福田惇さん）
２８日　木曜日　（宿直）中央　保健　・【婦人検診】（水分１～１３区、保健センター）一般・ママ　すくすく広場　午前９時～１１時に古館保育所内子育て支援センターで【２歳以上・製作ジャンプがえる】
２９日　金曜日　（宿直）日赤　保健　・【婦人検診】（志和２～２１区、保健センター）一般　・ママ　母子健康手帳交付日（午後１時～４時まで保健センター）◆ふれあい相談所（午前１０時～午後３時、総合福祉センター相談員／多田友夫さん）・老人スポーツ大会　町老人クラブ連合会主催。午前９時から総合体育館
３０日　土曜日　（日直）医大（宿直）医大　保健　・【婦人検診】（古館１～１４区、保健センター）一般
◆まちづくり座談会　※会場・時間など記事参照　■図書ネット（古館小・赤石小・紫波一中の図書室を開放。午後１時～４時）・⑤グラウンドゴルフ協会月例会　町グラウンドゴルフ協会主催。午前９時から運動公園陸上競技場

かたくり号巡回コース
①コース　9:15犬渕／吉田商店⇒9:45平和台病院⇒10:15にいやま荘⇒10:40高水寺／武田さん宅⇒13:40中央保育
所⇒14:10加藤米穀店付近⇒14:40古館駅前⇒15:05前郷公民館⇒15:35二日町ヨーロピアン
②コース　9:15南伝法寺／須川さん宅⇒9:45南伝法寺／水田さん宅⇒10:15水分児童館⇒10:45ききょう荘⇒13:30
稲藤第一公民館⇒14:00エヌケー紫波⇒14:25JA上平沢出張所⇒14:50ありんこ文庫⇒15:05あづま幼稚園
③コース　9:30畠山ガソリン店⇒9:55農業水利事業所駐車場⇒10:20法務局前⇒10:45紫波町役場⇒11:10役場分庁
舎⇒13:40正音寺駐車場⇒14:10赤沢児童館⇒14:45佐比内保育所⇒15:00佐比内公民館⇒15:25JA佐比内支所
④コース　9:10赤石神社参道⇒9:35橘建設⇒10:05JA東部支所⇒10:30中市商店裏⇒13:45野上公民館=⇒14:15佐比
内/藤原商店前⇒14:40牛の頭/福山さん宅⇒15:05あらえびす記念館⇒15:30彦部児童館
⑤コース　9:10北越物産⇒9:35志和古稲荷神社⇒10:10キャメルマート玉山⇒10:35稲藤／大沼理容店⇒11:00JA志
和支所⇒13:30山王海土地改良区⇒13:50百寿の郷⇒14:20片寄保育所⇒15:00高水寺/滝村さん宅⇒15:40二日町/巻
藤さん宅

※巡回場所の確認は中央公民館電話672-3372 有線01-2922まで

■図書ネット貸出予約
アドレス：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｗａｃｈｏ．ｅｄ．ｊｐ／

■総合検診受付時間：午前７：００～１０：３０
※土・日曜の結核検診は正午～午後２１：００も受け付けます。

■ポリオ…集団接種で四・五月と十・十一月に行われます。

小児救急病院の当番医
医療機関名　略称　所在地　電話
岩手県立中央病院　中央　盛岡市上田1-4-1 電話653－1151
盛岡市立病院　市立　盛岡市本宮字小屋敷15-1 電話635－0101
国立療養所盛岡病院　国立　盛岡市青山1－25-1 電話647－2195
岩手医科大学付属病院　医大　盛岡市内丸19-1 電話651－5111
盛岡赤十字病院　日赤　盛岡市三本柳6-1-1 電話637－3111
川久保病院　川久保　盛岡市津志田26-30-1 電話635－1305
もりおかこども病院　こども　盛岡市上田字松屋敷11-14 電話662－5656

予防接種委託医療機関(★はツ反BCG受付病院)

医療機関名　所在地　電話
はたふく医院★　日詰字石田3－2 電話672－2121
足澤放射線科★　日詰字西裏128-1 電話676－3555
渡辺内科医院★　日詰字下丸森122-3 電話672－3667
加藤内科医院★　高水寺字中田207 電話672－3699
たがね小児科★　高水寺字古屋敷164-16 電話672－2753
志和診療所★　上平沢字川原52 電話673－7805
川守田医院★　北日詰字八反田53 電話676－5553
県立紫波病院★　桜町字三本木32 電話676－3311
直島医院　上平沢字川崎84 電話673－6967
角田内科医院　桜町字大坪60-2 電話672－2050
横川産婦人科　北日詰字東ノ坊28-3 電話676－3811

休日当番医
平成１３年７月中旬までの休日当番医
（以降は次号お知らせ版参照）
日付　医療機関名　電話
１日　寺井こどもクリニック　電話６９８－２２０２
８日　川守田医院　電話６７６－５５５３
１５日　八木クリニック　電話６３９－８７２２

医療情報は紫波郡医師会のホームページヘ
http://www.nnet.ne.jp/̃siwaisi/index.html

シルバー１１０番
岩手県高齢者総合相談センター
が、高齢者とその家族の皆さん
を対象に、保健・福祉・法律な
どの相談に専門家が無料で応じ
ています。
シルバー１１０番
電話６２５－０１１０
プッシュホンで＃８０８０

ふれあい相談所
社会福祉鶴議会では毎週水曜と金曜に心配ごと・悩みごとが相談でき
る「ふれあい相談所」を開設しています。
■問合せ　社会福祉協議会　電話６７２－３２５８


