
慶弔コーナー
平成１３年６月１日から３０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。

お誕生おめでとう
氏名　（住所） 届出人
松田麻由　（日詰西） 誠治
佐藤佑馬　（江柄） 桐子
中田智貴　（赤沢） 準也
福士裕樹　（栃内） 裕志
吉田斐佳　（赤沢） 達人
高橋和輝　（上平沢） 諭
長谷川美咲　（日詰西） 正一
古川琴菜　（桜町） 善幸
上屋敷瑠奈　（桜町） 勝
佐々木皓太　（中島） 尚生
田中祐理杏　（高水寺） 啓祐

ご結婚おめでとう
氏名　（住所）
野村順一（中島）
高橋恵（盛岡市）
稲垣雅宏（東長岡）
阿部淳子（北田）
畠山誠次（片寄）
田上さおり（盛岡市）
舘洞明彦（日詰）
及川明美（花巻市）
星洋治（高水寺）
武重麻希（高水寺）
及川潤（中島）
岡田薫（盛岡市）
佐々木徹（中島）
佐々木明美（中島）
松岡俊也（犬渕）
田村亜希子（盛岡市）

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　（住所）
阿部正志　５３　（草刈）
佐藤功　６３　（日詰）
鎌田勉　３５　（北日詰）
高橋正三　８８　（西長岡）
菅川イセ　９２　（吉水）
藤原ミサ　８２　（南伝法寺）
稲垣善男　７４　（東長岡）
佐藤好　７９　（升沢）
工藤友次郎　８０　（船久保）
佐藤由五郎　７１　（彦部）
藤根マツノ　８２　（平沢）
中森徳男　６６　（日詰）
藤原ユキエ　７５　（中島）
根水清　５２　（中島）
阿部トモエ　６５　（赤沢）
佐々木アサ子　５７　（西長岡）
細川京子　６５　（土舘）
藤原京子　６４　（日詰）
阿部サカエ　８０　（北日詰）
阿部清　６９　（東長岡）
鷹觜正一　７８　（上平沢）
滝浦澄　８４　（北日詰）
佐藤榮一　６５　（南伝法寺）

献血にご協力を
全血献血【８月１２日（日）】
長岡公民館　午前９：３０～正午
盛岡南ショッピングセンター・ナックス　午後１：００～午後４：３０

成分献血【８月２２日（水）】
紫波町役場　午前９：００～午後３：００

全血献血【８月３０日（木）】
ＪＡいわて中央赤石支所　午前９：００～午前１１：００
岩手ニッカン　正午～午後１：００
たもり日詰店　午後１：３０～午後２：３０
ファル古館店　午後３：００～午後４：３０

献血ありがとう
成分献血【６月１１日】
紫波町役場　２２人

全血献血【６月１９日】２００ｍｌ　４００ｍｌ
ＪＡいわて中央水分支所　４人　４人
イワテプリミート　４人　１３人
山王滝土地改良区　－　２人
ラ・フランス温泉館　４人　２人

※この期間６５人中１０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６月３０日現在（前月比）
人口　３４，０５０人（＋５人）
男　１６，３２６人（＋６人）
女　１７，７２４人（－１人）
世帯　９，７４４世帯（＋５世帯）

１年前は（今年との差：増分）
人口　３３，７４１人（３０９人）
男　１６，１８５人（１４１人）
女　１７，５５６人（１６８人）
世帯　９，５４９世帯（１９５世帯）

町内の求人情報
●６月２１日から７月１７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）花篭製綿：彦部＝クリーニング仕上げ／１８～４５／３人／時給６５０～７５０／５５１７４１１集配／１８～４０／１人／１５０，０００～１８０，０００／５５１６５１１
■（株）東北丸和サービス：犬渕＝商品管理／２２～３０／２人／１５３，９００～１７８，２００／５４９６４１１
■（有）藤田：日詰西＝葬祭作業員／２０～４５／１人／１８７，５００～２００，０００／５４３８０１１
■（株）丸山運送岩手営業所：犬渕＝１０トントラック乗務員／２１～４０／１人／１２３，０００～１７０，０００／５４８６２１１　４トントラック乗務員／２１～４０／１人／１２３，０００～１７０，０００／５４８７５１１
■東北エース物流（株）盛岡営業所：片寄＝倉庫作業員（夜勤業務）／２０～４０／１人／１１２，７００／５４０３４１１
■（株）岩手畜産流通センター：犬渕＝食肉製造／１８～４０／１人／１４０，０００～１９３，０００／５４１４６１１　食肉製造／２０～４０／２人／時給１，２００／５４１３３１１
■大昭運輸（株）：犬渕＝大型運転手／２０～４０／３人／２２４、１００～４２９，０００／５３８１０１１　普通自動車運転手／１８～３５／２人／１５９，１００～２０３，３００／５３８２３１１
■ヘアメイクエステティックタイムカミヒコーキ：高水寺＝美容師（技術者・中間生）／１９～３０／２人／１４０，０００～２２０，０００／５２２７０１１
■（合）富岡鉄工所：桜町＝建築設備ＣＡＤオペレーター／２０～３５／１人／１５０，０００～２００，０００／５２３２５１１
■医療法人直嶋医院：上平沢＝（准）看護婦・士／２５～５０／１人／１７４，０００～２０４，０００／５２３７９１１
■トーサイアポ（株）盛岡店：日詰＝洗車／１８～２５／１人／１２０，０００～１３６，０００／５２４５９１１
■（有）山田左官工業：北田＝住宅基礎工事作業員／１８～５０／３人／２００，０００～３００，０００／５１８８０１１
■インテリアデザインオダシマ：高水寺＝室内装飾業／１６～２５／２人／１５０，０００／５１９０１１１
■市原建設：中島＝ダンプ運転手／２５～５０／１人／２０５，０００～２３０，０００／５０１８６１１
■大崎運輸（有）盛岡営業所：上平沢＝整備士／３０～４０／１人／２５０，０００～３００，０００／５０２０７１１　事務員／２５～４０／１人／２００，０００～３００，０００／５０２７６１１　大型雑貨便運転手／２３～４５／５人／３１５，０００／５０２８９１１
■（有）紫波ハツリ：中島＝はつり業／２０～５０／２人／１７５，０００～２２５，０００／４９１７６１１
■医療法人はたふく医院，日詰＝正准看護婦（士）／２０～５０／１人／１６５，０００～１９０，０００／４９４８４１１
■（有）振興機械産業：稲藤＝機械製造／２５～４５／２人／１５０，０００～２５０，０００／４９５９６１１
■紫波衛生社：南日詰＝運転手（作業員）／２０～５５／１人／１７０，０００～２２０，０００／５１９７３１１
■佐藤塗装店：北日詰＝塗装工見習／１８～２５／１人／１３７，５００～１６２，５００／５０９６８１１

ウォーキング&健康料理
で楽しい休日はいかが
紫波郵便局と町では、歩きと食を楽しむ「歴史探訪楽々ウォーキング&地産地消ヘルシー試食会」への参加希望者を募集しています。１時間程度歩ける元気な入で、当日発表される紫波の食材を使った健康料理を試食してみたい入はぜひご参加を。

◆日時　９月８日（土）、午前９：３０～午後０：３０
◆コース　保健センター～日詰３区内～城山公園～勝源院（逆さカシワ）～保健センター～健康料理試食会【５．２ｋｍのウォーキング】
◆募集人員　先着１００人
◆問合せ　紫波郵便局電話６７２-１５２７、長寿健康課健康推進室電話６７２-４５２２
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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

＜夏場はとくにご用心＞
食中毒を防ごう！
今年も食中毒が散発的に発生しています。７月から９月がピークです。家庭での発生をキッチリ防いで、家族の健康を守りましょう。

夏場の食中毒菌ワースト３と潜伏時間・症状
食中毒菌　潜伏時間　症状　汚染されやすい食品
黄色ブドウ球菌　３０分～６時間　激しいおう吐・吐き気・下痢・腹痛　手指を介して汚染された食物など
サルモネラ属菌　８時間～２日　腹痛・発熱・下痢　汚染された卵や食肉・その加工品
腸炎ビブリオ　２時間～２日　下痢・激しい腹痛・発熱・吐き気・おう吐　魚介類の刺身など

＊Ｏ－１５７にも注意しましょう！

予防の３原則
!菌をつけない！→しっかり消毒と乾燥を！
○食材にふれる前の手洗いと、調理器具の殺菌・消毒の徹底をする。
＜注意＞
１．手は石鹸できちんと洗う。
２．傷のある手で食品を触れない。
３．夏場のおにぎりは、ラップを使ってにぎる。
"菌を増やさない！→しっかり温度管理を！
＜注意＞
１．室温で２時間以上放置した食品は捨てる。
２．温かい料理は温度が６５度以上、冷たい料理は１０度以下のうちに食べる。
３．冷凍食品の解凍は、冷蔵庫内か電子レンジなどを利用する。
#菌をやっつける！→しっかり加熱を！
＜注意＞
１．弁当のおかず類は十分に加熱する。
２．夏場の卵は割ったら放置しない。生食用か加熱加工用か確認する。
３．温め直しは、必ず全体が沸騰するまで火を加える。
一番大切な予防法は?
＊日ごろからバランスよく食べ、暴飲暴食をせず規則正しい生活をすることです。
食中毒かな、と思ったら…
＊素人判断で様子をみずに、すぐ受診しましょう。

まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選　招待の旅にて会ひしかりそめの友と打ちとけ朝市めぐる
（日詰）高橋照
評　商店会か、または何かの招待での旅行に親しくなった友達と朝市をめぐりながら、話し合っている雰囲気が伝わる。調子も良い作品。
秀逸　目のかゆく鼻のつまると言いながら消毒後の桃の摘果す
（佐比内）高橋順子
評　消毒後の桃の木下に摘果をしている様が一句、二句によって表されているが「目がかゆく」とすれば、二句までは必要がない。
佳作　雨に濡れ鮮かなりし紫陽花を佛にあげんと手折り来れり
（犬吠森）加藤アイ
佳作　茎赤きみづなを背負ひ山降る汗の滴る人に会ひたり
（上平沢）浅沼久夫
佳作　外孫の摘みて残りし蒲公英は白き綿毛となりて鉢に立つ
（遠山）山田長耕

俳句【吉田一路・選】
秀逸　永平寺僧のすり足梅雨畳
給油所の昼煌々と梅雨深し
（平沢）藤尾艶子
評　梅雨湿りの広い畳の上の座禅の情景か。後句は題材が現代的で実感がよく伝わる。
佳作　木の香り失せて久しき梅雨の家
（佐比内）高橋順子
佳作　縄文の壷も濡れいろ梅雨の宿
（南伝法寺）熊谷やえの
入選　暗がりに千体仏や梅雨の寺
（南伝法寺）兼平よしえ
入選　梅雨晴間晶子、寛の歌碑を訪ふ
（上平沢）斎藤静子
入選　梅雨最中田に這ふ亡母の背を想ふ
（犬吠森）加藤アイ
入選　男梅雨深夜の窓を叩きけり
（上平沢）城戸美江子
入選　雨傘を鞄につめて梅雨晴間
（犬渕）一戸一秀
入選　私より速く走るや梅雨の川
（平沢）藤尾路子
入選　病院に園児の慰問梅雨の蝶
（中島）大原秀子
入選　登校の傘の花咲くけふも梅雨
（大巻）作山和子
題　八月＝扇風機　九月＝木槿

川柳【熊谷岳朗・選】
特選　恋文を開けば燃ゆる彼岸花
（片寄）畠山ヤイコ
評　激しさが伝わってきます。
秀逸　初恋のレモンを少し下さいな
（星山）半田浩美
秀逸　書き損じの絵ばかりあれは恋だった
（日詰）畠山軍子
秀逸　ありがたや老いも自由に恋を詠む
（佐比内）高橋はじめ
佳作　南面の桜昔昔の恋語る
（日詰）内川茂子
佳作　視線反り別離の愁い恋路川
（日詰）脇坂イク子
佳作　賞味期限切れた恋にも夢がある
（南伝法寺）細川清一
佳作　もう遅いうち明けられた恋心
（片寄）畠山勇子
佳作　無器用が背中で好きと言ってく
れ（上平沢）生内アイ子
佳作　内緒ですチョコの日がまた待ち遠し
（北日詰）鎌田都美子
佳作　孫ニキビ恋が気がかり鏡見る
（東長岡）工藤朝子
題　八月＝無駄　九月＝元気

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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紫波ネットお知らせ版　平成１３年８／１～３１　８月号　【No.５８０】
「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

【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

あらえびす記念館イベント情報

皆さんで、お誘い合わせのうえお出かけください。
【問合せ】野村胡堂・あらえびす記念館電話６７６－６８９６

８月５日（日）午後２時４０分～３時１０分
啄木学級オープンセミナー
山本玲子さん（石川啄木記念館学芸員）と野村晴一さん（野村胡堂・あらえびす記念館館長）の啄木と胡堂にまつわるお話【入館料のみ】
８月７日（火）午後６時３０分～
バロック音楽と夢灯りのタベ
朝倉未来良（フルート）、木村夫美（チェンバロ）一般１５００円、会員１０００円（菓子・コーヒー付）【チケットは記念館で販売中】
８月１９日（日）午後５時～
フレッシュコンサート
ピアノのコンサート。エリザベト音楽大学講師、同大学院生、同大学生３人のコンサート【入場無料】
８月２５日（土）午後１時～
アザレアコンサート
エ藤和子さん（不来方高校講師）を中心に、音楽愛好者によるピアノ・声楽などの発表会【入場無料】
８月２８日（火）午後６時３０分～
第７５回あらえびすレコードコンサート
ＳＰの部シューベルト弦楽四重奏二長調「死と乙女」カぺー四重奏団／ＬＤの部シューベルト未完成交響曲ムーティ＆ウィーン・フィル※コーヒー代として１００円
７月２８日（土）～８月２６日（日）
企画展浮世絵展
広重東海道五十三次をメインに写楽も展示【入館料のみ】

８月５日（日）
第３０回紫波夏まつり
紫波夏まつりが下記のスケジュールで開催されます。皆さんお出かけください。
【問合せ】紫波夏まつり実行委員会（企画課観光係）電話６７２－２１１１　内線３２５　有線０１－８８９１
紫波町郷土芸能祭　午後０：３０～４：３０　中央公民館
さんさ踊り　午後４：３０～５：００　運動公園陸上競技場
バンド演奏　午後５：００～６：３０
盆踊り大会　午後６：３０～７：３０
金山太鼓　午後７：３０～８：１５
花火大会　午後８：００～８：４０　河川グラウンド

水田への航空防除のお知らせ

農協では、いもち病の防除のためヘリコプターによる航空防除を行います。散布日、時間を確認のうえ、次のことにご注意ください。
◆注意事項
●散布薬剤を浴びないようにする
●洗濯物・食品などは屋内に入れる
●戸締まりをして屋内に薬剤を入れない
●薬剤のかかった野菜・果物は十分水洗いをする
●散布時間中の家畜の屋外飼養は避ける
●自動車に薬剤がかかったらすぐ水洗いをする

問合せ：ＪＡいわて中央紫波地域営農センター電話６７２－１５８２　有線０１－６８２４
◆散布時間は午前５：００～１０：００
※雨天や強風の場合は作業が一日延期されます。

地域　散布予定日（８月）
１日（水） ２日（木） １１日（土） １２日（日） １８日（土）
水分・古館
志和
赤石・日詰
彦部・東部
佐比内
赤沢
長岡

非核平和の町を宣言しています
５６年前の８月６日広島に、８月９日長崎に原爆が投下され、わが国は世界唯一の核被爆国となりました。今なお、原爆の後遺症で多くの方々が苦しんでいます。核兵器による惨禍を二度と繰り返してはなりません。
紫波町は、世界の恒久平和に向け、核兵器の全面廃絶と軍縮が推進されることを願い、非核平和の町であることを宣言しています。
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「胸キュンフェスタ２００１」で新しい出会いをしてみませんか
紫波町青少年広域交流促進事業として「胸キュンフェスタ２００１」を開催します。
これは、青少年ホームの自治会役員、会員などのボランティアスタッフで組織する実行委員会が、新しい友達や素敵な人と出会う機会を提供、応援するパーティです。楽しいゲームや会話を通して参加者同士の交流が深められます。友達の輪を広げたい、出会いのきっかけをつかみたいと思っている皆さん、ぜひご参加ください。

◆開催日　９月２３日（日）、午後１時～
◆会場　勤労青少年ホーム「銭形屋ホール」
◆募集定員　男女各３０人（応募者多数の場合は抽選）
◆参加資格　おおむね２５歳以上の独身の男女
◆申込方法　青少年ホーム又は各地区公民館にあります「参加申込用紙」に必要事項を記入し、申し込みください。郵送、ＦＡＸでも受け付けします
◆申込期間　８月６日（月）～３１日（金）
◆参加料　２０００円（参加決定通知書が届いてからお支払いください）
◆申込・問合せ　勤労青少年ホーム（〒０２８－３３０６　日詰西一丁目２－１４）電話ＦＡＸ６７６－２３４４　有線０１－３１３４

アイスクリームづくりや牛の乳しぼり体験
「くれよんバスツアー」を開催

盛岡地方振興局管内の地域づくり団体などで組織する「地域づくりネットワークもりおか」では、昨年につづき「くれよんバスツアー」を開催します。
◆開催日　９月９日（日）
◆行き先　葛巻町での「アイスクリームづくり」か「牛の乳しぼり体験」、岩手町での石神の丘美術館見学ほか多数
◆対象　小学生以下は大人同伴。中・高校生は２人以上のグループでの応募の場合大人の同伴は不要
◆参加費　大人２０００円、小・中１０００円、小学生未満５００円（３歳以下無料）
◆応募方法　官製はがき、ＦＡＸ、メールなどで申し込み（電話は不可。申し込みが定員の３５人を超えた場合は抽選）。
◆募集締切　８月２４日（金）
◆申込・問合せ　地域づくりネットワークもりおか事務局（〒０２８－７１９２　西根町企画商工観光課）電話０１９５－７６－２１１１　内線２３１　ＦＡＸ０１９５－７５－０４６９

地域づくりネットワークもりおか事務局メール
ｎｉｓｈｉｎｅ＠ｏｆｆｉｃｅ．ｔｏｗｎ．ｎｉｓｈｉｎｅ．ｉｗａｔｅ．ｊｐ

平成１３年度
紫波町職員採用試験のお知らせ
平成１３年度紫波町職員採用（選考）試験を次のとおり行います。

◆試験職種・採用予定人員
試験職種　採用予定人員　主な勤務先　職務内容
一般事務職　若干名　町長部局、教育委員会など　事務など
一般事務職（職務経験者） 若干名　町長部局、教育委員会など　事務など
保健婦・士職　若干名　長寿健康課、生活環境課など　保健業務など

◆受験資格
試験職種
一般事務職
一般事務職（職務経験者）
保健婦・士職
受験資格
昭和５２年４月２日から昭和５９年４月１日までに生まれた者で、高校以上を卒業した者または平成１４年３月３１日までに卒業見込みの者
昭和４６年４月２日以降に生まれた者で、高校以上を卒業後、民間企業等における職務経験が５年以上ある者（平成１４年３月３１日までに通算５年に達する見込みの者を含む）
昭和５０年４月２日以降に生まれた者で、保健婦助産婦看護婦法（昭和２３年法律第２０３号）の規定による保健婦・士の免許を取得している者または平成１４年中に取得見込みの者

◆受付期間　７月１８日（水）～８月２０日（月）（土曜・休日を除く。郵送の場合も８月２０日必着）受付時間は午前８：３０～午後５：００
◆受験手続　（１）受験申込用紙等の交付／受験申込用紙等は総務課職員係で交付します。（２）申込手続／受験申込書・受験票・返信用封筒に必要事項を記入し、総務課に提出してください。
◆試験期日・場所　第１次試験／９月１６日（日）、岩手県立盛岡北高等学校第２次試験／１０月下旬予定
◆問合せ　総務課職員係電話６７２－２１１１　内線２３８・２３９　有線０１－２８２５

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０１－８９０１

再就職までの国民年金は？
Ｑ　会社に勤務当時は厚生年金に加入していましたが、転職を希望して退職しました。再就職は３ヵ月後に内定しています。再就職までの間、年金はどうずればいいのでしょうか。A 年金制度は、２０歳から６０歳になるまでの間は、すでに老齢年金や退職年金をもらっている人を除き、必ず何らかの年金制度（国民年金・厚生年金・共済年金）に加入し、保険料を納めることになっています。これは６５歳になった時に、２０歳から６０歳までコツコツ年金を納めることで、満額を受けられるようにするためです。再就職して再び
厚生年金に加入するまでは、たとえ１ヵ月でも国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。制度的に「空白期間」はありませんので、さっそく役場町民課年金係で手続きをしてください。その際、印鑑・年金手帳・社会保険喪失証明書（会社の証明）を持参してください。
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８月のカレンダー
日・曜日　小児救急　保健　一般

１　水　（宿直）こども　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／彌勒地武彦さん)
◆水田の航空防除※記事参照
２　木　（宿直）医大　第２９回紫波郡中学校水泳大会　郡中学校体育連盟主催。午前９時から矢巾北中学校プール
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】
◆水田の航空防除※記事参照
３　金　（宿直）中央　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)
４　土　（日直）日赤（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
■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　日　（宿直）医大　【休日当番医】はこざき脳神経外科クリニック電話６７１－１５１６
◆第３０回紫波夏まつり※記事参照
◆啄木学級オープンセミナー※記事参照
第１５回地区対抗家庭バレーボール大会　体育協会主催。午前９時から総合体育館
第１７回地区対抗綱引き大会　体育協会主催。午後４時から総合体育館
県ＯＢ軟式野球大会郡予選　紫波郡野球協会主催。午前９時から運動公園野球場
６　月　（宿直）中央　◆窓口業務延長午後７時まで。町民課、税務課

８月１日～１５日まで
夏の交通事故防止県民運動
スローガン「事故がよぶ　酒が　疲労が　スピードが」

イベント・行事盛りだくさん
町の情報あれこれ

第２０回町民ゴルフ大会
出場者を募集
岩手ゴルフ倶楽部新山コースで行われる紫波町民チャリティーゴルフ大会の出場者を次のとおり募集します。

◆日時　８月２６日（日）、午前７時スタート
◆参加料　２０００円
※他にプレー代（キャデー付き１万４０００円、乗用セルフ１万２０００円）
※ただし昼食、ワン・ドリンク付き、税込み
◆申込締切　８月１０日（金）※先着２５０人
◆間合せ・申込　岩手ゴルフ倶楽部新山コース（紫波町ゴルフ協会事務局）電話６７３－７１２１　ＦＡＸ６７３－７１２２

農業者年金受給説明会
個人相談も受け付け
平成１４年１月から農業者年金制度が大きく改正されます。そこで受給に関する説明会を開催します。６０歳間近の人、あるいは６０歳過ぎでまだ受給されていない人はぜひご出席ください。午後は個人相談も受けますので、希望者は農業委員に申し込んでください。

◆日時　８月２７日（月）、午前１０時
◆場所　ＪＡいわて中央本所
◆相談員　岩手県農業会議とＪＡ岩手県中央会の農業者年金相談員
◆問合せ　農業委員会電話６７２－２１１１　内線３４２　有線０１－８８３２

好評!小野寺先生の
手作りパン・お菓子教室
ラ・フランス館湯楽々では、「交流プラザ紫波」でパン・菓子手づくり教室を開設します。講師は、盛岡市で小野寺恵パン洋菓子教室を主宰している小野寺恵先生です。コースで学ぶ本格派の教室で、従来から好評の教室です。

◆日時など　左の表参照。なお受講料は、初回日に納めてください。
◆場所　交流プラザ紫波
◆申込・問合せ　ラフランス温泉館・湯楽々電話６７３－８５５５（担当村上さん）

パンづくり教室（初級コース）
《９月から１１月の毎月第３、第４火曜日の６回シリーズ》
時間：午後１：００～３：００／募集人員：２０人（先着順）／会費：１９２２０円　入会金、受講料、テキスト＆ファイル代、材料費込み

お菓子づくり教室《４回シリーズ》
９月１０日（月） タルトタタン、りんごのフリッター
１０月１日（月） おばあちゃんのクルミのタルト、クレープシュゼット
１１月５日（月） バナナのロールケーキ、フルーツケーキ
１１月１２日（月）モンブラン、オートミールクッキー

時間：午前１０：００～１２：００／募集人員：２０人（先着順）／会費：１１６００円（４回分） 受講料、テキスト代、材料費込み
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７　火　（宿直）こども　ママ：１歳児歯科健診（平成１２年６月・７月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター
◆バロック音楽と夢灯りの夕べ　※記事参照
第２１回地区対抗ゲートボール大会　体育協会主催。午前９時から運動公園陸上競技場
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】
８　水　（宿直）市立　ママ：３歳６ヵ月児健診（平成１０年１月・２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）
９　木　（宿直）日赤　ママ：乳児健診（平成１３年１月・４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・水遊び】
１０　金　（宿直）国立　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）
１１　土　（日直）こども（宿直）こども　◆水田の航空防除※記事参照
１２　日　（宿直）中央　【休日当番医】三愛病院付属矢巾クリニック電話６９７－１１３１◆水田の航空防除※記事参照
１３　月　（宿直）医大　◆窓口業務延長午後７時まで。町民課、税務課
１４　火　（宿直）川久保
１５　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／鈴木光子さん）
１６　木　（宿直）こども
１７　金　（宿直）医大　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／松下壽夫弁護士※社会福祉協議会へ要予約電話６７２－３２５８）
１８　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）
◆水田の航空防除※記事参照
１９　日　（宿直）医大　◆フレッシュコンサート※記事参照

はぜひご出席ください。午後は個人相談も受けますので、希望者は農業委員会に申し込んでください。
◆日時　８月２７日（月）、午前１０時
◆場所　ＪＡいわて中央本所
◆相談員　岩手県農業会議とJA岩手県中央会の農業者年金相談員

パンづくり教室（初級コース）
《９月から１１月の毎月第３、第４火曜日の６回シリーズ》
時間：午後１：００～３：００／募集人員：２０人（先着順）／会費：１９２２０円　入会金、受講料、テキスト＆ファイル代、材料費込み

お菓子づくり教室《４回シリーズ》
９月１０日（月） タルトタタン、りんごのフリッター
１０月１日（月） おばあちゃんのクルミのタルト、クレープシュゼット
１１月５日（月） バナナのロールケーキ、フルーツケーキ
１１月１２日（月）モンブラン、オートミールクッキー

時間：午前１０：００～１２：００／募集人員：２０人（先着順）／会費：１１６００円（４回分） 受講料、テキスト代、材料費込み

まごころ・ありがとう
善意の窓
◆高橋昭一郎さん（盛岡市）は、レコード６８枚（ＳＰレコード３枚、ＬＰ・ＥＰレコード６５枚）を野村胡堂・あらえびす記念館へ。
◆箱石匡行さん（盛岡市）は、図書（白亜校８０年史ほか５冊）を野村胡堂・あらえびす記念館へ。
◆佐々木三夫さん（彦部）は、木造ステージ３台を野村胡堂・あらえびす記念館へ。
◆紫波三曲会（沼川春夫代表）は、木造ステージ２台を野村胡堂・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。０歳児だけの「赤ちゃん広場」と、０・１歳児、２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気軽にお話しください。【電話相談は月～金曜の午前９時～午後４時３０分／来所相談は月～金曜の午前９時～１１時・午後１時～４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１・３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１・３水曜。
---------------------[End of Page 1]---------------------

１９　日　（宿直）医大　【休日当番医】角田医院電話６７２－２０５０　◆フレッシュコンサート※記事参照
第１７回地区対抗テニス大会　体育協会主催。午前９時から運動公園テニスコート
平成１３年度岩手県還暦野球大会（２１日まで) 県還暦野球協会主催。午前９時から運動公園野球場
２０　月　（宿直）国立　ママ：マタニティ教室（午後１時３０分～４時まで保健センター／妊娠中に大切なこと）※おやつ代２００円、申込は保健センターまで
◆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!コース
２１　火　（宿直）中央　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】
かたくり号巡回"コース
２２　水　（宿直）川久保　◆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）
かたくり号巡回#コース
２３　木　（宿直）市立　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・スライム遊び】
かたくり号巡回$コース
２４　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）
◆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）
身体障害者福祉協議会ゲートボール大会　町身障協主催。午前９時～運動公園陸上競技場
かたくり号巡回%コース
２５　土　（日直）医大（宿直）医大　◆アザレアコンサート※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　午前１０時～正午、赤沢公民館（絵本や本の貸し出し、おはなし会など）
２６　日　（宿直）中央　【休日当番医】南昌病院電話６９７－５２１１
第２０回町民ゴルフ大会※記事参照
第２０回紫波町インディアカ大会　教育委員会主催。午前９時から総合体育館
第３２回地区対抗野球大会　体育協会主催。午前９時から運動公園野球場
◆浮世絵展（最終日）※記事参照
２７　月　（宿直）日赤　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
◆農業者年金受給説明会※記事参照
◆窓口業務延長　午後７時まで町民課・税務課

■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

保育所・児童館を開放します。原則として第１・３水曜。

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
３～４、６～７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
母子健康手帳、タオル、歯ブラシ持参歯科健診では希望者に５００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

小児救急病院の当番制
!軽い病気の場合、午後７時３０分～１１時は「盛岡市夜間急患診療所」で、休日の午前９時～午後５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
"入院が必要な場合は、当日の小児救急入院受入病院に
#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

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１０・１１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

２７　月　（宿直）日赤　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
◆農業者年金受給説明会※記事参照
◆窓口業務延長　午後7時まで町民課・税務課
２８　火　（宿直）国立　◆あらえびすレコードコンサート※記事参照
２９　水　（宿直）医大　ママ：３歳６ヵ月児健診（平成１０年３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／彌勒地武彦さん）
３０　木　（宿直）中央　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【全児※雨天時は中止】
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
３１　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）

かたくり号巡回コース
!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
"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
#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
$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
%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／

■ポリオ…集団接種で４・５月と１０・１１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９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
２日　加藤肛門科・外科クリニック　電話６７１-１７１７
９日　成田内科・胃腸科医院　電話６９８-１２１２
１５日　はたふく医院　電話６７２-２１２１

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。
シルバー一一〇番
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

８月は道路ふれあい月間
道路は私たちの毎日の生活を支える、欠くことのできない大切な施設、そして私たちが共有する財産です。８月は道路ふれあい月間、１０日は道の日。みんなが道路を安全に利用できるよう、道路にはみ出ている庭木の刈り込みや路肩の草刈りなど、皆さんのご協力をお願いします。


