第五回サトーハチロー記念
「お母さんの詩」全国コンクール作品募集中
多くの童謡で知られるサトーハチローの記念館がある北上市では、
「お母さんの詩」全国コンクールの応募作品を募集しています。
「おかあさん」をテーマにした詩でオリジナル・未発表の詩であれば応募できます。
◆期間 八月三十一日(金)まで
◆応募内容 四百字詰め原稿用紙二枚以内に縦書きで。なお「自由詩の部」と「定型詩の部」があり、中学生以下は自由
◆問合せ 北上市教育委員会文化課電話0197−63−4247

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

慶弔コーナー
平成13年5月1日から31日までの受け付け分から、町に住所のある人を届け出の順に掲載しています。

【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

受けて安心婦人検診
女性の乳がんが増加中
子宮がん・乳がん検診は怖くない

お誕生おめでとう
氏名 （住所） 届出人
中川陽太 （桜町） 浩
山田優菜 （平沢） 新也
宇津宮来夢 （桜町） 貴之
坂下あゆ （彦部） 敦
照井達輝 （高水寺） 和也
冨田幸希 （中島） 政美
高橋花奈 （佐比内） 敏彦
細川萌香 （片寄） 君一
鈴木健介 （高水寺） 満
藤尾広大 （宮手） 芳広
平野壮真 （日詰） 繁喜
浦辺新大 （高水、芋） 修一
佐々木啓人 （二日町） 俊二
高橋穂乃香 （紫波中央駅前） 知志
三浦海 （南日詰） 和也
横沢日向子 （栃内） 晋史
高橋奈央 （平沢） 文浩

「紫波みらい研究所」設立
7月20日に設立記念イベント

注意！
各地で被害続出
ツキノワグマに
お気を付けください

町の環境について考え、活動する団体※１「紫波みらい研究所」が設立されることになりました。この設立記念イベントとして、昨年の環境新世紀イベントで大変好評だった「紫波町環境探検隊」を行います。

県内でツキノワグマ(以下「クマ」という)の被害が続出しています。六月十日現在、三件の人身被害が発生し、このうち一件は死亡事故になっています。これからクマの活動が活発になる時期ですので、皆さんも農作業や山林に入るときはご注意ください。
●日ごろの心構え クマを引き寄せない(人家の周りに残飯を無造作に捨てない/キャンプでのごみの持ち帰りなどを徹底する)
●入山のときの心構え クマにあわないようにする(クマのフンや足跡があったらすぐ引き返す/音の鳴るものを身につける/朝夕の入山や、被害のあった農地を避ける/小グマを見つけたらそっと立ち去る)
●出会っても興奮しない、させないために (あわてず、そっと立ち去る/大声で叫んだり石や棒を投げつけない/グマから目を離さず後ずさりして距離をとる/背中を見せて走って逃げない)
平成十三年度
消防設備士試験のお知らせ
財団法人消防試験研究センター岩手県支部では、平成十三年度の消防設備士の試験を次のとおり行います。
◆願書受付期間 七月十二日(木)〜二十五日(水)
◆受付場所(問合せ) 財団法入消防試験研究センター岩手県支部電話654-7006(盛岡市本町通一−九−四JT本町通ビル五階)
◆受付時間 土・日曜・祝日を除く午前八時三十分〜午後五時
◆試験日 九月八日(土)
※試験場所は盛岡市など県内四カ所で行われます。また試験には種類、規定などがありますので前記問合せ場所でご確認ください。
自宅がキャンパスの
放送大学の学生募集
放送大学は、テレビとラジオで授業を行う通信制の大学です。自宅のテレビにCSデジタル放送(スカイパーフェクトTV!)の受信機を備えることで、忙しい人もマイペースで学習できます。
◆募集学生 全科履修生…十八歳以上で大学入学資格のある人/選科履修生・科目履修生…十五歳以上※いずれも入学試験はありません。平成十四年四月からは大学院生の受け入れを開始します(願書は九月一日(土)〜十四日(金)受付)。
◆受付期間 八月十五日(水)まで
◆授業開始 十月一日(月)から
◆問合せ 放送大学岩手学習センター(岩手大学附属図書館内)653-7414
学費
学生の種類 会場
全科履修生 20,000円
選科履修生 7,000円
科目履修生 5,000円

紫波ネットお知らせ版 平成13年7／1〜31 7月号 【No.578】
「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

1科目(2単位）につき9,000円（教科書代含む）

国民年金コーナー
■問合せ■町民課年金係電話672−2111内線146、147有線01-8900
国民年金は生涯にわたり支給
民間会社が商品として出している私的年金に対し、国民年金は公的年金といいます。公的年金である国民年金には、私的年金と異なる点がいろいろあります。全員が加入し老後の所得保障の柱となること、物価の状況に応じて支給額が改定されるので実質価値が維持されること、年金原資金が本人と後世代が支払った保険料とその運用収入や国庫負担で構成されていることなどがあげられます。なかでも、終身にわたり支給される点が大きな特徴です。つまり公的年金の給付は実質的な価値が維持され、生涯にわたって受けられる
終身年金となっています。また障害の程度による障害年金や遺族年金も支給されます。
私たちがいつ障害を持ち、遺族になるのかといった予測は難しく、これに備えて十分な貯蓄などを計画的に行うことは困難です。公的年金はこのような不確実性に対応することができ、終身年金とすることができます。一方、私的年金は本人の支払った保険料と運用収入を年金の原資とすることから、有期年金が中心となっています。任意加入の私的年金を終身年金にすると長生きしそうだと考える人ばかりが加入する、いわゆる逆選択が行われる可能性があり、保険料を大幅に引ぎ上げない限り制度の運営は困難となります。生
涯にわたって支給される公的年金の安全性についてもう一度考えてみましょう。
---------------------[End of Page 1]---------------------

町では平成十一年から有機資源循環型のまちづくりに取り組んできました。今年度は全国ではじめて「環境」そのものをテーマとした※2「紫波町循環型まちづくり条例」を制定し、今回のイベントを機に、推進体制の充実を図っていきます。町の豊かな自然を守っていきたい入、まちづくりに関心のある人、紫波みらい研究所で一緒に活動してみませんか?
また今年の環境探検隊は町内の小学生を中心に行う予定です。詳しくは企画課までお問い合わせください。
◆イベント開催日 7月20日（海の日）
◆問合せ 企画課（小田島）電話672-2111
内線322有線01-8891
◆用語解説◆
※1「紫波みらい研究所」森林や環境を身近な視点から考えることをコンセプトに、野外活動や勉強会を行っていく団体です。
※2「紫波町循環型まちづくり条例」
「紫波町総合計画」と「環境・循環基本計画」をもとに、循環型の町（環境と福祉のまちづくり）実現のため、町民・事業所・行政の役割と目標を定めた条例です。
◆「紫波町循環型まちづくり条例」、
「紫波みらい研究所」などについては、紫波ネット7月号本号でご紹介します。
昨年の環境イベントで行われた「紫波町探検隊」
ふれあいと対話が築く明るい社会
社会を明るくする運動
第五十一回を迎える「社会を明るくする運動」が七月一日（日）から三十一日（火）まで全国的に展開されます。町でも、犯罪のない明るい社会を築くために、関係団体と協力しながらイベントや呼びかけを行いますので、ご協力、ご参加をお願いします。
【問合せ】生活環境課電話672−12111 内線153・154 有線01-8901
風鈴の飾りつけ
◆期間 七月一日（日）〜三十一日（火）
◆会場 町内JR三駅
啓発ミニコンサート
◆日時 七月四日（水）、午後四時〜五時
◆会場 盛岡南ショッピングセンター・ナックスホール
◆演奏 紫波一中吹奏楽部、岩手県警察本部音楽隊
ふれあいお茶会
◆日時 七月十七日（火）
、午後一時三十分〜四時
◆会場 古館公民館
◆内容 ミニ集会とお茶会
※このほかに街頭での呼びかけやポケットティッシュの配布なども予定されています。
---------------------[End of Page 1]---------------------

「がん」は怖い病気として気にする人も多くいますが、実際に検診を受けなくては自分が大丈夫かどうかは分かりません。初期の「がん」は症状のないことが多く、検診を受けて初めて見つかるということが少なくありません。6月27日(水)から始まる婦人検診を忘れずに受けましょう。
今まで乳がんといえば、日本人には少なく、欧米人に多い病気でした。ところが、最近は生活や食事内容が欧米化したことにより、発生率も死亡率も増加の傾向にあります。発生の原因がはつぎりしないため、確実な予防法はありません。
現在40歳代に発生のピーグがあり、その統計結果で乳がん・子宮がんにかかりやすいタイプが明らかになってきました。そのタイプは次のとおりですが、実際にはいずれのタイプにも属さない人もいます。
＊乳がんの危険因子
①家族歴(母・姉妹にかかった人がいる)②既往歴(がん・乳腺疾患にかかったことがある人)③高年初産の人④未経産の人⑤過剰栄養(肥満の認められる人)
＊子宮がんの危険因子
①多産・早婚②若年の性交渉③多数との性交渉④不衛生⑤45歳以上
子宮がんの5年生存率
(昭和60年〜平成2年症例)
乳がんの5年生存率
(昭和60年〜平成3年症例）
異常がないからこそ受けたい定期検診
「がん」はなんといっても早期発見・早期治療が大切です。早期に発見し、治療した「がん」患者の生存率は表のとおりです。出血・しこりなどの異常がみられない場合でも30歳を過ぎたら定期検診を受けましょう。
検診を受ける場合に大切なことは定期的、継続的に検診を受けることです。検診を受ける間隔は年1回くらいでいいですが、気になることがある人は半年に1回受けるようにしましよう。
婦人検診の日程は各家庭にお配りしている健康診査カレンダー(黄色封筒)の裏側をご確認ください。土曜、日曜も行っていますので、これまで勤めで受けられなかった人には、特に受診をお勧めします。
まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選 蕗の葉に両手の泥を拭ひつつ植田に受取る手紙一通
(大巻)八重嶋アイ予
評 苗の補植か、田の草とりか、いずれ泥によごれている手を蕗の葉で拭いて手紙を受け取ったという。情景鮮明で声調の良い作品。
秀逸 十一人目の子を宿し臨終を迎へし母の写像もあらず
(桜町)佐藤石夫
評 十一人目の子を宿したまま逝かれたお母様を偲ぶよすがの写真も画もなく、子である作者の歎き悲しむ様が、老いて深く思う作品。
佳作 山峡の風の凪ぎたるかたくりの傍らにゐてチェンソーを研ぐ
(遠山)山田長耕
佳作 菩提寺の枝垂桜は折々に厚と詣で来し吾を知りゐん
(上平沢)浅沼久夫
佳作 我が庭にひねもす鳴きみし鶯の雨降る今日は何処にひそむ
(遠山)西野サキ
俳句【吉田一路・選】
秀逸 新茶汲む亡母の好みし急須もて
(上平沢)斎藤静子
評 新茶に寄せ、亡き母を想う味わいのある作。
佳作 僧衣にて栄西談義新茶汲む
(平沢)藤尾艶子
佳作 新茶会赤布の上に膝寄せて
(南伝法寺)熊谷やえの
入選 新茶くむ農の忙しきひとときを
(佐比内)高橋順子
入選 仏壇に新茶の香り漂ひて
(上平沢)城戸美江子
入選 命日や茶好きの亡摩へ新茶汲む
(犬吠森)小野寺礼子
入選 新茶着く袋絵も良しこびる時
(大巻)作山和子
入選 便りより先に届きぬ新茶かな
(土舘)畠山敦子
入選 機械にて摘み取る新茶世も変はり
(佐比内)石杜ナヲ
入選 走り茶と言はれて飲みし幼なき日
(北目詰)佐藤宵子
入選 良縁に合わせて酌めり新茶かな
(犬渕）一戸一秀
入選 一服は縁に集ひて新茶古茶
(南伝法寺)兼平よしえ
題 七月＝梅雨 八月＝扇風機
川柳【熊谷岳朗・選】
特選 実を結ぶ名のある花もない花も
(佐比内)高橋はじめ
評 一生懸命生きているのです。
秀逸 気をつけて結ぶ言葉があたたかい
(片寄)串山ヤイコ
秀逸 言葉より手のぬくもりにすがりつく
(東長岡)半田さち
秀逸 金婚式我が人生を振り返る
(片寄)畠山聡
佳作 大観衆視線を結ぶ人がいる
(日詰)畠山軍子
佳作 ネクタイの結び加減で今日決まる
(北日詰)鎌田都美予
佳作 実の結び邪魔が入った遅い霜
(日詰)内川茂子
佳作 まあまあと結ぶ握手の縄のれん
(北日詰)北見城山
佳作 気休めと紙縒つなぐ一人酒
(日詰)脇坂イク子
佳作 結び目が強くて笑い袋がクックック
(上平沢)生内アイ子
佳作 結ぶ縁苦楽共にと書いてある
(星山)半田浩美
題 七月＝恋 八月＝無駄
※訂正 言いにくい答えにしばし待ったかけ…は畠山勇子さんの句でした。お詫び申し上げます。
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。
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ご結婚おめでとう
氏名 （住所）
山田研二 （二日町）
長谷川由紀子 （桜町）
菅原一 （北日誌）
佐藤亮香 （宮城県）
中村匡利 （紫波中央駅前）
高橋那美 （紫波中央駅前）
佐々木学 （北日詰）
伊藤雅美 （北日詰）
福士郁哉 （二日町）
池田史恵 （赤沢）
おくやみ申し上げます
氏名 年齢 （住所）
戸塚全充 81 （二日町）
高橋タキノ 91 （二日町）
長谷川リヨ 97 （中島）
阿部廣子 71 （墨山）
熊谷静榮 87 （土舘）
稲垣仁太郎 97 （西長岡）
中上忠男 62 （南日詰）
菊池勇 80 （犬吠森）
近藤光孝 47 （高水寺）
多田晃 76 （佐比内）
平舘タマ子 68 （山屋）
福田イト 89 （栃内）
藤原善一 66 （東長岡）
及川エン 76 （赤沢）
佐々木與八 78 （草刈）
三田地文雄 65 （南日詰）
玉山賢治郎 86 （平沢）
北田良吉 72 （日詰）
田村正勝 57 （紫野）
藤原ミサ 90 （江柄）
高橋信子 78 （北日詰）
小川ハナノ 92 （二日町）
幅野徳治 74 （南日詰）
藤原冨夫 84 （赤沢）
藤代文治郎 75 （佐比内）
佐藤カツ 93 （北日誌）
坂本光一 74 （吉水）
野村フキ 78 （日詰）
小田中花子 87 （稲藤）
児玉キミ 74 （中島）
7月1日〜31日までは
「愛の献血助け合い運動」月間です
皆さんの献血をお待ちしています
献血にご協力を
全血献血【7月12日（木）】
JAいわて中央古館支所 午前9:00〜午前10:30
丸の内工芸 午前11:30〜午後1:00
百寿の郷 午後1:30〜午後3:00
県立紫波病院 午後3:30〜午後4:30
献血ありがとう
全血献血【5月16日】200ml 400ml
JAいわて中央本所 1人 8人
福島双葉電機 2人 1人
目管電材工業 3人 8人
マックスバリュー紫波店 6人 10人
※この期間40人中1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5月31日現在（前月比）
人口34,045人（−22人）
男16,320人（−8人）
女17,725人（−14人）
世帯9,739世帯（+5世帯）
1年前は（今年との差:増分）
人口33,727人（318人）
男16,175人（145人）
女17,552人（173人）
世帯9,540蹄（199世帯）
町内の求人情報
●5月24日から6月20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
■（有）紫波技建:片寄＝土木作業員/20〜50/2人/150,000〜200,000/4709711左官工・タイル工/20〜50/2人/200,000〜250,000/4708111
■（株）東北銀行紫波支店:日詰＝銀行事務/20〜40/1人/122,000/4723911
■青山寝装（株）:上平沢＝一般事務員/20〜40/1人/130、000〜150、000/4616611
■医療法人芳譲会渡辺内科医院:日詰＝准・正看護婦（士）/20〜35/1人/175,000/4629211
■（株）小松組:日誌＝建築現場管理/25〜35/1人/230,000〜280,000/4659911土木作業員/20〜30/2人/160,000〜200,000/4662211
■中島歯科医院:中島＝受付事務/18〜30/1人/123,OOO〜153,000/4841511
■（有）川村造園:山屋＝造園工/18〜30//1人/138,000〜230,000/4796411
■（有）細田仮設工業:上平沢＝溶接工/20〜40/2人/195,500〜230,000/4780311
■東北農政局山王海鹿妻農業水利事業所:日詰＝事務補助/20〜35/1人/131,600/4700811
■（有）松田ハツリ:中島＝八ツリ工/20〜45/2人/250,000/4705311
■やまびこバス（株）:北日詰＝観光バス運転手/25〜32/1人/170,000/4610811
■紫波町役場:日詰＝保育士/20〜49/1人/161,480/4182411
■（有）ウイング（さくら町調剤薬局）:桜町＝一般事務員/25〜35/3人/時給680〜800/4134611
知っていますか?
改正された雇用保険
4月から雇用保険制度が大きく変わりました。これは経済社会の変化や働き方の多様化に対応し、早期再就職を支援するための改正です。
変更点
●「一般の離職者」か「倒産、解雇による離職者」かにより、給付日数が異なる仕組みになりました
●育児休業給付、介護休業給付の給付率が40%になりました（1月から）
●雇用保険料率が15.5/1000となりました（事業主負担分9.5/1000、被保険者負担分6/1000）
●パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和されました。
●離職証明などの様式が変わりました
◆問合せ盛岡公共職業安定所電話651-8811
---------------------[End of Page 1]---------------------

２７ 金 （宿直）こども 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)
・身体障害者福祉協議会グラウンドゴルフ大会 町身障協主催。午前９時から運動公園陸上競技場
２８ 土 （日直）中央（宿直）中央 ママ：パパママランドプール遊び【着替えを忘れずに】午前9時〜11時に古館保育所内子育て支援センターで
■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)
・JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアバドミントン選手権大会中学校新人の部岩手県代表選手選考シングルス大会 県バドミントン協会主催。午前9時から総合体育館
２９ 日 （宿直）医大 【休日当番医】たがね小児科医院電話672-2753 ・東日本軟式野球大会二部郡予選 紫波郡野球協会主催。午前9時から運動公園野球場
３０ 月 （宿直）川久保 ◆窓口業務延長 午後7時まで。町民課、税務課
３１ 火 （宿直）日赤 ・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

１８ 水 （宿直）国立 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)
・かたくり号巡回③コース
１９ 木 （宿直）こども ◆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)
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・水遊び】
・かたくり号巡回④コース
２０ 金 （宿直）日赤 【休日当番医】平井医院電話672-3200 ・海の日
・県中学校総合体育大会バスケット競技(20〜22日) 郡中学校体育連盟主催。午前9時から総合体育館
２１ 土 （日直）医大（宿直）医大 ■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)
２２ 日 （宿直）中央 【休日当番医】紫波皮フ科医院電話672-5134 ・紫波町民登山※記事参照
・東日本軟式野球大会二部郡予選 紫波郡野球協会主催。午前9時から運動公園野球場
２３ 月 （宿直）市立 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
◆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⑤コース
２４ 火 （宿直）こども ◆あらえびすレコードコンサート 午後6時30分から、野村朝堂・あらえびす記念館/SPの部【シャリアピン名唱集】・LDの部【ストラヴィンスキー春の祭典ハイテインク/ベルリンフィル】コーヒー代として100円
◆ウィーンシューベルト少年合唱団来町歓迎交流会
２５ 水 （宿直）日赤 ◆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)
２６ 木 （宿直）医大 ママ：すくすく広場 午前9時〜η時に古館保育所内子育て支援センターで【2歳以上・水遊び】
・第18回紫波町小学校水泳記録会 町小学校体育連盟主催。午前9時から紫波第三中学校
２７ 金 （宿直）こども 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)
・身体障害者福祉協議会グラウンドゴルフ大会 町身障協主催。午前９時から運動公園陸上競技場

9 月 （宿直）国立 ◆窓口業務延長午後7時まで。町民課、税務課
１０ 火 （宿直）中央 ママ：2歳児歯科健診(平成11年5月・6月生まれ)午後0時30分〜2時まで保健センター
１１ 水 （宿直）医大 ママ：1歳6ヵ月児健診(平成１１年11月・12月生まれ)午後0時30分〜2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/阿部節子さん)
１２ 木 （宿直）川久保 ママ：乳児健診(平成12年12月・平成13年3月生まれ)午後0時30分〜2時まで保健センター 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・小麦粉ねんど】
１３ 金 （宿直）日赤 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)
ママ：マタニティ教室(午後1時30分〜3時30分まで野村胡堂・あらえびす記念館/胎教コンサート・パパママ教室)※飲み物代100円、申込は保健センターまで
◆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)
・レッツエンジョイエアロビクス 教育委員会主催。午後7時から総合体育館 ※参加自由
・高校野球岩手県大会公式練習日 県高校野球連盟主催。午前9時から運動公園野球場
１４ 土 （日直）こども（宿直）こども ママ：おはなしの森 午後1時30分〜3時30分、彦部公民館(絵本や本の貸し出し、おはなし会など)
■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)
・高校野球岩手県大会(14〜19日) 県高校野球連盟主催。午前9時から運動公園野球場
１５ 日 （宿直）医大 【休日当番医】八木クリニック電話639-8722 ◆クライス・トリオコンサート午後4時から、野村胡堂・あらえびす記念館/宮暁子(ピアノ)、渡辺めぐみ(ヴァイオリン)、阿部恵子(チェロ)、須賀原裕一(ヴィオラ)による「日本の歌・世界の名曲をたずねてV」入場料一般1500円(ワイン付)
・第2回紫波サイクルチャレンジ大会※記事参照
１６ 月 （宿直）日赤 ◆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
１７ 火 （宿直）医大 ママ：2歳6ヵ月児歯科健診(平成10年１１月・12月生まれ)午後0時30分〜2時まで保健センター
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】
◆社会を明るくする運動/ふれあいお茶会 ※記事参照
・かたくり号巡回②コース

■ポリオ…集団接種で十・十一月に行われます。

■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

休日当番医
平成13年8月中旬までの休日当番医
(以降は次号お知らせ版参照）
5日 はこざき脳神経外科クリニック 電話671−1516
12日 三愛病院付属矢巾クリニック 電話697-1131
19日 角田医院 電話672-2050

保育所・児童館を開放します。原則として第一・三水曜。

タイム測定で実力チェック
紫波サイクルチャレンジ大会
自転車の町を広くアピールし、環境に優しい自転車に親しみ、環境保護と健康についての意識高揚と、競技の普及を図る紫波サイクルチャレンジ大会が開かれます。普段は走行できない自転車競技場での走行を、家族や仲間同士でお楽しみください。当日はプロによる模範走行や、記録証を交付するタイム測定が行われます。
◆日時 七月十五日(日)午前

■婦人検診 受付時間:午前9:00〜11:00 午後1:00〜2:30
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/

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
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
シルバー一一〇番
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。
シルバー一一〇香
電話625-0110
プッシュホンで#8080
ふれあい相談所
社会福祉協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
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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、六〜七力月児対象。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。
■ママのほっと広場(乳幼児相談)
母子健康手帳、タオル持参
※問合せ保健センター電話672−4522 有線01−8991
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よう。
■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
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夏まつりで
記念花火をあげよう
花火大会を盛り上げる「記念花火」に協賛していただける人を募集しています。結婚記念、誕生記念など思い出の花火で楽しんでみませんか。一口干円で実行委員会で受け付けしています。
◆申込締切 七月二十七日(金)
◆開催日 八月五日(日)※雨天時は八月十一日(土)に順延
◆場所 運動公園陸上競技場
◆問合せ 企画課観光係電話672−2111 内線325 有線01-8891
まごころ・ありがとう
善意の窓
◆紫波二中第四十一回卒業生(多田裕貴子代表)は、志標額(体育館設置用)一基を紫波二中へ。
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、○・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。お気軽にご参加ください。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・お父さんになる入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。
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7月のカレンダー
日・曜日 小児救急 保健 一般
１ 日 （宿直）中央 ・【婦人検診】
（古館１５〜１９区・赤石１〜６区、保健センター） 【休日当番医】寺井こどもクリニック電話698-2202
・関東、東北地区壮年軟式野球郡予選 紫波郡野球協会主催。午前9時から運動公園野球場
２ 月 （宿直）国立 ・【婦人検診】(赤石7〜18区、保健センター)
◆窓口業務延長午後7時まで。町民課、税務課
３ 火 （宿直）こども ・【婦人検診】(佐比内1〜9区・赤沢1〜8区、保健センター)
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】
４ 水 （宿直）中央 ・【婦人検診】(長岡1〜11区、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/彌勒地武彦さん)
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
◆社会を明るくする運動/啓発ミニコンサート
※記事参照
５ 木 （宿直）医大 ・【婦人検診】(彦部1〜10区、保健センター)
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・麦粉ねんど】
６ 金 （宿直）市立 ・【婦人検診】(全地域、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/熊谷紀さん)
７ 土 （日直）日赤（宿直）日赤 ■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)
・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
８ 日 （宿直）医大 【休日当番医】川守田医院電話676-5553 ・関東、東北地区壮年軟式野球郡予選 紫波郡野球協会主催。午前9時から運動公園野球場
イベント・行事盛りだくさん
町の情報あれこれ
秋田駒ケ岳を歩く
町民登山の参加者を募集
教育委員会では、恒例の紫波町民登山の参加希望者を募集します。今回は、駒ケ岳八合目から男女岳の尾根伝いに登り、阿弥陀池を経由し、国見温泉に向かうコースで、途中では眼下に広がる田沢湖や、コマクサ、シャクナゲ、ニッコウキスゲなどの高山植物が見られます。雄大な自然の豊かさを一緒に感じてみませんか。
◆日時 七月二十二日(日)、午前七時〜午後六時(総合体育館前に集合)※雨天中止(中止の場合は参加料から保険料を引いた金額を返却)
◆コース 秋田県駒ケ岳(約四時間三十分の国見温泉コース)※昼食、雨具、帽子、着替え、水筒、保険証などを持参
◆募集人員 百人(小学四年生以上。小学生には責任者同伴)
◆参加料 高校生以上二干円、小中学生千円(入浴料、保険料含む)
◆申込 七月七日(土)午後三時から、総合体育館研修室で受け付け。定員になり次第締め切り
◆問合せ 総合体育館電話676−2650 有線01−3151
八時三十分〜
◆場所 紫波自転車競技場(自転車は持参)
◆参加資格 県内在住の幼児から大人まで
◆問合せ・申込 総合体育館電話676−2650 FAX676−2574 有線01−3151 ※所定の用紙に記入の上、七月十日(火)までに総合体育館へ。氏名、住所、学校名、学年、年齢、電話番号を記入しファックスでの申込み可)
夏まつりにみんなで踊ろう
銭形音頭の踊り講習会
紫波夏まつりの盆踊り大会に向けて、町では銭形音頭の講習会を開催します。申し込み不要で、自由に参加できます。また盆踊り大会の参加団体も募集しています。お子さんの参加も大歓迎です。
◆日時 七月二十四日(火)・二十七日(金)・三十日(月)、いずれも午後七時〜九時
◆場所 総合体育館 柔剣道室
◆問合せ 企画課観光係電話672−2111 内線325 有線01-8891
夏まつりで
記念花火をあげよう
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