
慶弔コーナー
平成13年7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。

お誕生おめでとう
氏名　(住所) 届出人
長谷川　怜　(日詰) 憲
石文　佑樹　(日詰) 直樹
宮田　琳華　(高水寺) 強
浦田　彩加　(土舘) 智也
堀合　壱吹　(高水寺) 茂喜
小野寺彩華　(目詰) 哲
佐々木　翼　(中島) 賢紀
阿部　想蘭　(二日町) 修二
高橋　萌花　(日詰) 裕豊
佐々木京華子　(平沢) 武見
小田中海斗　(片寄) 進一
遠藤　杏奈　(高水寺) 睦昭
伊藤しずく　(桜町) 和弘
鷹觜　美希　(宮手) 清一
遠藤　紗織　(紫波中央駅前) 浩志
七木田翔太　(犬吠森) 栄幸
冨山　　桜　(日詰) 永一
渡辺　龍河　(吉水) 大
阿部　莉奈　(日詰) 直紀
赤川　藍美　(大巻) 和史
細川　圭吾　(稲藤) 佳行
半田みなみ　(東長岡) 透
新里　明莉　(土舘) 博
畑山　涼雅　(二日町) 寿
竹花　真聖　(中島) 正紀
藤原　　稜　(赤沢) 次則
佐々木闘希　(日詰) 正章
佐藤　遙華　(平沢) 和美
石川　大介　(桜町) 光也

ご結婚おめでとう
氏名　(住所)
高山　源章　(犬渕)
西條マリ子　(盛岡市)
武田　哲也　(上松本)
赤眞下寿子　(盛岡市)
佐藤　拓也　(彦部)
金野　智子　(大東町)
舘野　信也　(中島)
阿部　智美(平沢)
浦田　文伸　(土舘)
欠畑　るみ　(岩手町)
小谷地康雄　(高水寺)
吉田　幸江　(高水寺)
佐藤　友泰　(宮手)
出口　優佳　(滝沢村)
高橋　　信　(大船渡市)
星川ゆかり　(高水寺)

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　(住所)
佐藤　榮一　65 (南伝法寺)
大沼マツ子　58 (南日詰)
工藤　亀夫　85 (桜町)
冨山　米次　71 (土舘)
高橋　　一　86 (南日詰)
高野　　稔　67 (平沢)
堀江　昭治　58 (高水寺)
小田中勇夫　68 (日詰西)
高橋　政雄　72 (桜町)
本間　與吉　70 (遠山)
佐藤　　宏　87 (大巻)
佐藤慶次郎　74 (高水寺)
阿部　貞一　73 (片寄)
菅沼　裕治　75 (片寄)
鎌田　三郎　80 (北日詰)
内村　忠治　85 (紫野)
伊藤　三治　72 (上平沢)

献血にご協力を
全血献血【9月13日(木)】
JAいわて中央志和支所　午前9:00～午前10:30
ライオンズクラブ(日詰商店街駐車場) 午前11:00～午後1:30
スーパーセンター紫波　午後2:30～午後4:30

全血献血【9月23日(日)】
ロータスクラブ(河川グラウンド) 午前9:00～午前10:30

全血献血【9月27日(木)】
岩手県立紫波高校　午前9:00～午前11:00
力ンショク岩手工場　午前11:30～午後1:00
紫波ふるさとセンター　午後2:00～午後3:00
レストラン果里ん亭　午後3:30～午後4:30

献血ありがとう
全血献血【7月12日】200ml 400ml
JAいわて中央古館支所　2人　3人
丸の内工芸　2人　3人
百寿の郷　3人　3人
県立紫波病院　－　4人
※24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7月31日現在(前月比)
人口　34,085人(+35人)
男　16,331人(+5人)
女　17,754人(+30人)
世帯　9,763世帯(+19世帯)
1年前は(今年との差:増分)
人口　33,748人(337人)
男　16,183人(148人)
女　17,565人(189人)
世帯　9,566世帯(197世帯)

町内の求人情報
●7月18日から8月13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への間合せは紹介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
■紫波町役場:日詰＝保育士(古館保育所)/20～49/1人/161,480/6295511
■(株)青三:高水寺＝営業/18～30/1人/250,000/6260211
■協同組合テクノポート総合物流:犬渕＝物流管理/25～40/1人/200,000～300,000/6264311 倉庫内作業員/20～40/3人/111,090～120,750/6266911
■(有)まきばミート:犬渕＝食肉処理加工/35～62/1人/102,000～166,000/6235211
■(有)花篭製綿:彦部＝クリーニング仕上げ/18～45/1人/時給650～750/6170211
■社団医療法人法成会老人医療施設白鷺:犬渕＝准・看護婦(士)/18～55/3人/160,000～230,000/6134111 介護職/20～50/8人/107,300/6110811
■金子新聞販売(株):日詰＝販売顧客管理/22～40/2人/220,000～240,000/6066511
■(株)丸山運送岩手営業所:犬渕＝10トントラック乗務員/21～40/2人/123,000～170,000/6078611
■三光運輸(株):犬渕＝普通トラック運転手/25～40/1人/150,000/6091511 大型トラック運転手/25～40/1人/150,000/6092411
■橘建設（株）:桜町＝建築技術者/25～40/2人/157,000～350,000/6008211
■(有)アプローチ社:中島＝土木舗装作業員/20以上/1人/187,500～275,000/5835911 営業/20以上/1人/200,000～300,000/5854811 現場管理職/25以上/1人/250,000～300,000/5852111
■岡崎建設(株):桜町＝土木技術者/20～45/2人/192,000～192,600/5869911
■(株)東北丸和サービス:物流営業/25～35/1人/203,000～230,000/5827911
■(有)南部開発:遠山＝土木作業員/18～50/2人/168,000～240,000/5807511

盛岡地区広域行政事務組合職員
消防職の採用試験のお知らせ
平成14年度に採用する盛岡地区広域行政事務組合職員の採用試験を次のとおり行います。
◆職種(若干名) 消防職
◆受験資格　高校卒業(平成14年3月卒業見込みを含む)は、昭和53年4月2日から昭和59年4月1日までの間に生まれた男性/大学または短大卒業(平成14年3月卒業見込みを含む)は、昭和51年4月2日以後に生まれた男性
◆申込用紙の交付　盛岡地区広域行政事務組合事務局(盛岡中央消防署4階)のほか、紫波消防署でも交付します
◆受付期間　9月21日(金)まで(土・日曜日の受付はしません)
◆試験日　10月7日(日)
◆問合せ　盛岡地区広域行政事務組合事務局電話651－2553
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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

健やかに育つための眠り
みなさんは毎日、ぐっすり眠っていますか？　眠ることで疲れはとれていますか？
最近、大人に限らず、疲労を訴える子どもが増えています。その原因のひとつに、テレビやテレビゲームが考えられます。過剰な光や音の刺激が、脳の興奮と疲労を生み、夜更かしや長時間のテレビ鑑賞などが脳の疲労をどんどん進めていきます。
元来、人間は明るい日中は活動をし、暗くなる夜は眠るという生活のリズム(季節や自然のリズム)の中で生きてきました。ところが現代は自然のリズムで生活していくには忙しすぎる社会。大人のみならず、これから育っていく子どもまで、自然のリズムが崩されてきています。幼児の健診で子どもの就寝時間をお聞きしていますが、多くの子どもが夜10時以降(遅寝)となっています。遅寝は慢性的な睡眠不足をもたらし、身体、脳、さらに心の疲労を生みます。またイライラ感が高い小中学生は、イライラ感が低い子どもに比べて
就寝時間が遅いという報告もあります。疲れをとるために必要なものは良質な眠りです。たとえ睡眠時間が十分でも熟睡することがなければ疲労は回復しません。
良質な睡眠は心身の疲れをとり、若々しく生きるためにも重要です。さらに、子どもは睡眠中に「成長ホルモン」が分泌されますので、睡眠は大きくなるために、とても大切なものです。眠気をおこす「メラトニン」は暗くなると分泌され、幼児期に多く出ます。夜は暗くしてメラトニンがしっかりと出るようにしましょう。また眠る前にゆっくりとした静かな時間を持つことで、良い眠りにつくことができるでしょう。

活用しよう！循環器検診結果を
元気はつらつ教室　受講者の募集
保健センターでは、5～6月に行った循環器検診の受診者を対象とした教室を開催します。検査項目を確認しチェックされている人は該当する教室に参加しましょう。なお、配布された各自の検診結果票を忘れずにお持ちください。会場は各コースとも保健センターです。申込みは必要ありません。

問合せ　長寿健康課保健係電話672-4522 有線01-8991

教室名
肝臓予防コース
高血圧予防コース
貧血予防コース
高コレステロール予防コース
肥満予防コース
月日
9月6日(木)
9月14日(金)
9月18日(火)
時間
午前10:00～11:30
午前10:00～11:30
午後1:30～3:00
午前10:00～11:30
午後1:30～3:00
講師
岩手県予防医学協会　大石浩先生
岩手県予防医学協会　今野拓夫先生
岩手県予防医学協会　菊池恒夫先生

まちのぶんげい

短歌【菅原照子・選】
特選　手のひらに豆腐を刻みゐし姑をゆふべに思ふ明日は命日
(大巻)八重嶋アイ子
評　姑さんの命日が明日だという。生活の一断面である手のひらに豆腐をのせて刻んでいたこと等を思っての作。素直に流露されている。
秀逸　対岸の白夜のベンチに横たはる人の影見ゆセーヌのほとり
(日詰)大村　泰子
評　対岸のベンチに横たわっている人の影が白夜の中に見えるという。セーヌ川のほとりであってみれば感じもひとしおで声調が良い。
佳作　十六年続くコーラス指導者の変りてわれの声も老いたり
(日詰)高橋　　照
佳作　任地より子ははるばると帰り来て林檎園の草刈りてゆきたり
(遠山)山田　長耕
佳作　孫のため柱につけし扇風機二十年過ぎていまだに使ふ
(犬吠森)加藤　アイ

俳句【吉田一路・選】
秀逸　扇風機に勝る山風病窓に
(南伝法寺)兼平よしえ
評　人工のクーラーなどは、あまり体によくない。自然の風、特に山の風はひんやりと心地よく、暑い日は病人に最適。
佳作　扇風機営農談義はじまりぬ
(南伝法寺)熊谷やえの
佳作　生温き風が来るなり扇風機
(上平沢)斎藤　静子
入選　扇風機音遠のきて寝入りたり
(佐比内)高橋　順子
入選　扇風機天井見上げ風起す
(上平沢)城戸美江子
入選　軸替えて人を待ちをり扇風機
(平沢)藤尾　艶子
入選　扇風機のリボンに嬉々と孫の顔
(犬吠森)加藤　アイ
入選　扇風機料理教室開かれる
(犬渕)一戸　一秀
入選　熱帯夜救い求める扇風機
(佐比内)石杜　ナヲ
入選　球児らの熱戦ドラマ扇風機
(大巻)作山　和子
入選　扇風機裸になって一人占め
(星山)作山　真子
題　九月＝木槿　十月＝鰯雲

川柳【熊谷岳朗・選】
特選　全世界の軍備が無駄であるように
(日詰)畠山　軍子
評　そうでありたいもの。
秀逸　折角の善意が無駄で残る悔い
(南伝法寺)細川　清一
秀逸　梅雨空も無駄にできない時間割り
(日詰)脇坂イク子
秀逸　今日の無為恥じて気力を入れかえる
(片寄)畠山　勇子
佳作　生活の無駄が見えてる冷蔵庫
(星山)半田　浩美
佳作　百円店衝動買いを後悔す
(上平沢)生内アイ子
佳作　無駄遣い尻尾を見せる孫可愛い
(上平沢)阿部　美子
佳作　同じこと百回喋る馬の耳
(佐比内)高橋はじめ
佳作　無駄でした夢に終った宝クジ
(日詰)葛岡ヒデ子
佳作　庭石に里はどこだと問いかける
(日詰)内川　茂子
佳作　無駄骨の汗と日暮れのコップ酒
(片寄)畠山ヤイコ
題　九月＝元気　十月＝恐い

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9/1～30 9月号　【No.582】
「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

紫波フルーツの里まつり2001 
【問合せ】農林課農政係
電話672-2111
内線336
有線01-8931

町内産直で新鮮食材とイベント
紫波フルーツの里まつり2001が9月23日（日)秋分の日に町内7カ所の産直を会場に開催されます。
フルーツの里まつりは、県内一の果樹産地「紫波町」をPRするとともに、生産者と消費者との交流を深めるため、平成三年度から毎年行われているものです。
今年も各会場で果樹、野菜などの農産物や花の特売のほか、盛りだくさんの催し物を用意して、お待ちしています。なかでも恒例のもちまき大会は毎年大好評で、今年も各会場で行う予定です。お誘いあわせのうえ、お出かけください。

【期日】9月23日(日)秋分の日
【時間】午前9:00～午後4:00
【会場】
古館　産直センターグリーンハウス、小昼ハウス
水分　ラ・フランス温泉館多目的広場
志和　志和握里センター「もっす」
彦部　産直センター大巻
佐比内　紫波ふる里センター、レストラン「ぶどうの樹」
赤沢　産直センターあかさわ、レストラン「果里ん亭」
長岡　ルート396長岡
【催し物】農産物特売、スタンプラリーほか各種イベント盛りだくさん
もちまき大会:午後2:00各会場

山王海・葛丸親子ダムふれあいEKIDEN（駅伝）2001
【問合せ】山王海・葛丸親子ダムふれあいEKIDEN2001実行委員会電話FAX0198－45－5299(〒028－3171 稗貫郡石鳥谷町中寺林7-1-1 石鳥谷農村勤労福祉センター内)

ダム完工記念のスポーツイベント
日本で唯一の親子ダムである山王海ダムと葛丸ダムの完工を記念し、両ダムを結ぶ道路を利用した駅伝・マラソン・ウォークラリーを開催します。緑豊かな丘陵地を舞台に、スポーツと矢巾町・石鳥谷町の皆さんと交流が深められる楽しい大会に参加してみませんか。

【期日】10月8日(体育の日)、午前9時までに石鳥谷ふれあい運動公園駐車場に集合。この後バスで山王海ダムに移動【小雨決行】
【基本コース】山王海ダム～葛丸ダム(約10・3km)
【種目】
●駅伝の部
一般男子・高校男子(2区間・合計約10・3kmコース、１チーム2人、補欠1人)
中学、高校女子、一般女子(5区間・合計約10・3kmコース、１チーム5人、補欠1人)

※参加料：一般男子１チーム2000円、一般女子１チーム5000円、中学・高校１チーム2500円
●マラソンの部　一般男女(高校生を除く18歳以上)(約10・3kmコース)
※参加料：1人1000円
●ウォークラリーの部　制限なし(約6・1kmコース)※参加料：1人500円
【申込方法】所定の用紙に必要事項を記入し、参加料(現金書留又は定額小為替)を添えて上記へ申し込むか、指定銀行口座に振り込む。
※参加申込書は総合体育館にあります。
【申込締切】9月20日(木)消印有効
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平成13年度中期スポーツ教室プログラム

総合体育館では平成13年度中期のスポーツ教室への参加者を募集しています。次に注意して、お申し込みください。
●受付は総合体育館窓口で行っています。
●教室は初心者・初級者を対象として、基本を中心に指導します。
●定員になり次第募集を締め切りますのでお早めにお申し込みください。
●開講2日前までに、5人以上の申し込みがない場合は、開講しませんのでご了承ください。
●参加料にはスポーツ安全保険料が含まれています。

10月8日・体育の日は
町の体育施設が無料開放
各種イベントも予定しています。詳しくは紫波ネット9月号でお知らせします。

■問合せ・・総合体育館電話676-2650 有線01-3151

教室名
ソフトテニス教室【対象:一般】
エアロビクス教室【対象:一般】
ちびっこサッカー教室【対象:小学4年生以下】
ナイターテニス教室【対象:16歳以上】
水中運動教室【対象:一般】
ゴルフ教室【対象:一般】
内容
対象:一般　定員:20人　会場:運動公園テニスコート　参加料:2,000円
定員:50人　会場:総合体育館　参加料:2,000円
定員:40人　会場:サン・ビレッジ紫波ほか　参加料:1,000円
定員:40人　会場:運動公園テニスコート　参加料:2,000円
定員:30人　会場:ラ・フランス温泉館温水プール　参加料:2,000円(プール使用料は別途)
定員:20人　会場:花巻温泉ゴルフサロン　参加料:2,000円(ボール代は別途)
期間
9月3日～11月19日
毎週月曜(10回)
午前10:00～正午
8月31日～11月2日
毎週金曜(10回)
午後7:00～8:30
9月1日～11月3日
毎週土曜(10回)
午後2:00～4:00
8月29日～10月31日
毎週水曜(10回)
午後7:00～9:00
9月6日～11月8日
毎週木曜(10回)
午後6:30～8:30
9月4日～11月6日
毎週火曜(10回)
午後7:00～9:00

【いわて産業振興センターから】設備貸与の申込を受付中
(財)いわて産業振興センターでは、中小企業に代わって機械設備を購入し現物貸与する事業を行っています。貸与先の企業は、元金と金利を分割で返済しますが、返済が終了すれば貸与した機械設備の所有権は、企業に移ります。センターでは、リースも行っており、今年度の受付をすでに開始しています。
貸与とリースの概要は、次のとおりです。

【設備貸与】
●対象企業　県内に事業所・工場を有する中小企業
●金利　年2・3%
●返済期間　7年～10年
●貸付限度額　100万円～1億円(税込み)
【リース】
●対象企業　県内に事業所を有する小規模企業者で、原則として従業員20人以下の企業(商業サービス業は5人以下)
●リース料　5年返済＝月額1・860％／7年返済＝月額1・382％
●貸付限度額　100万円～6000万円(税込み)
※このほかに設備代金の2分の1以内を無利子で貸し付ける「設備資金貸付制度」も実施しています。
●問合せ　(財)いわて産業振興センター金融課電話621－5381～3

「生涯学習」
中間答申の説明会
県教育委員会では、県生涯学習審議会の「21世紀を展望した本県における生涯学習の振興方策について」(中間答申)に対し今後の検討の参考とするため、広く意見を募集します。次の日程で中間答申の説明会を開催いたしますのでご参加ください。
9月4日(火) 午前10時30分～12時　矢巾町公民館
間合せ　県教育委員会事務局生涯学習文化課電話629－6176

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

20歳から60歳未満の人は、学生を含め、すべての人が国民年金に加入することになっています。しかし、60歳以上65歳未満の人で、次の]か^に該当する人は本人の希望により国民年金に任意加入することができます。
]年金が受けられない人
年金を受けるためには、保険料を納めた期間と免除の期間などを合わせて25年以上必要ですが、60歳までにこの期間が足りない場合は任意加入し保険料を納めることで、受給資格を確保することができます。もし、65歳まで任意加入しても期間が足りない人は、特例的に受給権を満たすまで最大70歳まで特例任意加入することができます。
^年金額を増やしたい人
老齢基礎年金は40年間納付することにより、65歳から満額の804,000円(年額)が支給されますが、納めなかった期間があるとその分が減額されます。また免除期間は1/3で計算されるため年金額が低額になってしまいます。任意加入することで、受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
---------------------[End of Page 1]---------------------



9月のカレンダー
日・曜日　小児救急　保健　一般
１　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)
・第43回紫波郡中学校継走大会　郡中学校体育連盟主催。午前9時から紫波二中東部周回コース
・第25回学区・クラブの部・第24回シニアの部　岩手県家庭婦人バレーボール親善大会(2日まで) 岩手県家庭婦人バレーボール連盟主催。午前9時から総合体育館他
２　日　（宿直）中央　【休日当番医】加藤肛門科・外科クリニック電話671-1717
・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
３　月　（宿直）こども　◆窓口業務延長　午後7時まで。町民課、税務課
４　火　（宿直）国立　ママ：2歳児歯科健診(平成11年7月・8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・車を作ろう】
５　水　（宿直）中央　◆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)
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
・第55回紫波郡中学校陸上競技大会　郡中学校体育連盟主催。午前9時から運動公園陸上競技場
６　木　（宿直）日赤　◆元気はつらつ教室　※記事参照
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・お散歩】
７　金　（宿直）川久保　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)
・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

イベント・行事盛りだくさん
町の情報あれこれ

健康で過ごすための
公開講座を開催
(社)紫波郡医師会では生涯保健活動の一環として、講演会を開催します。今回は、高年齢に比例して起こりやすくなる「転倒・骨折・寝たきり」を予防するためのもので、実技指導をまじえ、体づくりの参考になるものです。どなたでも聴講できますので、多くの皆さんのご出席をお待ちしています。
◆日時　9月22日(土)、午後2時～4時30分
◆場所　矢巾町田園ホール
◆講演　「高齢者の転倒・骨折予防教室の理論と実践」(東京大学大学院教育学研究科身体教育学講座教授・東京厚生年金病院整形外科客員部長　武藤芳照先生)
◆問合せ　紫波郡医師会事務局電話676－5566

ラ・フランス温泉館で
敬老月間キャンペーン
ラ・フランス温泉館では、敬老月間キャンペーンとして9月1日(土)～9月30日(日)の期間中、60歳以上入浴利用者は料金が半額の350円になります。また9月15日(土)敬老の日には、60歳以上の人は入浴が無料になります。対象となる人は受付の際に免許証、保険証をご提示ください。

地元の粉で手打ちそば体験
ラ・フランス温泉館では稲藤一のそばの皆さんによる100％紫波町産のソバ粉を使用したそば打ち体験と試食の教室を開催します。ぜひこの機会にお申し込みください。
◆日時　9月15日(土)敬老の日、午前10時～正午
◆場所　ラ・フランス温泉館湯楽々
◆料金　大人1000円(60歳以上は700円)、子ども700円(入湯料金、消費税込み)
◆申込受付　9月1日(土)から(定員40人)
◆申込・問合せ　ラ・フランス温泉館・湯楽々電話673-8555

図書ボランティアの養成講座
であなたも読み聞かせを
図書ボランティア養成講座が九月末から紫波町を会場に開催されます。講座は読み聞かせ中心の入門編で全九回。講師はNPO法人うれし野図書室の高橋美知子さんほかです。詳しいことは紫波ネット九月号でお知らせします。
問合せ　社会教育課電話672－3362 有線01－8941
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８　土　（日直）こども（宿直）こども　■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)
・北東北大学野球　秋季リーグ戦(9日まで) 岩手大学硬式野球部主催。午前9時から運動公園野球場
９　日　（宿直）医大　【休日当番医】成田内科･胃腸科医院電話698-1212
・第8回紫波町スポーツ少年団バレーボール大会　体育協会主催。午前9時から総合体育館
10 月　（宿直）市立　◆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
11 火　（宿直）日赤　ママ：2歳6ヶ月児歯科検診（平成11年1月・2月生まれ）午後0時30分～2時まで保健センター
・ゲートボール交流会　教育委員会主催。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
12 水　（宿直）国立　ママ：1歳6ヵ月児健診(平成12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/鈴木光子さん)
・かたくり号巡回　^コース
13 木　（宿直）こども　ママ：乳児健診(平成13年2月・5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・お散歩】
・かたくり号巡回　_コース
14 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)
ママ：マタニティ教室(午前9時30分～午後1時まで勤労青少年ホーム/マタニティクッキング) ※定員15人、調理材料代300円、申込は保健センターまで
◆元気はつらつ教室　※記事参照
◆若者出会い支援センター相談日(午後6時～7時、勤労青少年ホーム相談室　相談員/高橋数男さん・須川ヨシエさん・長沢幹夫さん)
◆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)
・かたくり号巡回　aコース
15 土　（日直）日赤（宿直）日赤　【休日当番医】はたふく医院電話672-2121
■敬老の日
■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)
16 日　（宿直）医大　【休日当番医】堀江医院電話697-2641
・第21回紫波町スポーツ少年団野球大会(23日も開催) 体育協会主催。午前8時から運動公園野球場
・第19回紫波町バドミントン大会　体育協会主催。午前9時から総合体育館
17 月　（宿直）中央　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

まごころ・ありがとう
善意の窓
◆日詰小学校PTA(諸岡勝正会長)は、版画1点(井堂雅夫「雨ニモマケズ」)と油絵1点(舟田春樹「船」)を日詰小学校へ。
◆紫波町ボランティア連絡協議会赤石支部(田鎖誠子支部長)は、カーペット1枚を赤石こどもの家へ。

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。

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
小児救急病院の当番制

---------------------[End of Page 1]---------------------

18 火　（宿直）日赤　◆元気はつらつ教室　※記事参照
◆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/SPの部：フルトヴェングラーオーケストラ名演集　LPの部：ベルリン・フィルピクニックコンサート【ヤンソンス/ベルリン・フィル】コーヒー代として100円)
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・座談会】
19 水　（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/福田惇さん)
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
・第26回紫波郡中学校新人体育大会(20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
20 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【0・1歳・座談会】
21 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/松下壽夫弁護士※社会福祉協議会へ要予約電話672-3258)
・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
22 土　（日直）医大（宿直）医大
23 日　（宿直）中央　【休日当番医】県立紫波病院電話676-3311
■秋分の日
◆紫波フルーツの里まつり2001 ※記事参照
・第32回地区対抗ソフトボール大会　体育協会主催。午前9時から河川グラウンド
・県ラグビースクール親善交流大会　県ラグビーフットボール協会主催。午前9時から運動公園陸上競技場
24 月　（宿直）日赤　【休日当番医】高橋内科医院電話697-2616
【振替休日】
25 火　（宿直）市立　◆窓口業務延長　午後7時まで。町民課、税務課
・グラウンドゴルフ交流大会　教育委員会主催。午前9時から運動公園陸上競技場

■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ヵ月児対象。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
※間合せ　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。

]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
^②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

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

休日当番医
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26 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/彌勒地武彦さん)
・第23回紫波町小学校陸上記録会　町小学校体育連盟主催。午前9時から運動公園陸上競技場
27 木　（宿直）こども　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・座談会】
28 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/細川博明さん)
29 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)
ママ：おはなしの森　午後1時30分～3時30分、佐比内公民館(絵本や本の貸し出し、おはなし会など)
30 日　（宿直）医大　【休日当番医】南耳鼻咽喉科クリニック電話611-0133
・平成13年度文部省体力テスト　町体育指導委員協議会主催。午前9時から総合体育館

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

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
a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

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

平成13年10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
7日　直島医院　電話673-6967
8日　Ｅ、肌クリニック不来方　電話698-1151
14日　志和診療所　電話673-7805

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

若者出会い支援センター相談日のお知らせ
紫波町若者出会い支援センターでは、20人の相談員が交代で、出会いや結婚に関する相談に応じます。勤労青少年ホーム相談室で行いますので、お気軽におこしください。(相談日・相談員はカレンダーに掲載)
■相談日　毎月第2金曜(9月から3月まで)午後6時～午後7時
■問合せ　勤労青少年ホーム電話676－2344 有線01－3134
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