
慶弔コーナー
平成１３年８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。
おわびと訂正　紫波ネットお知らせ版９月号の誕生欄の高橋萌花さん（日詰）のお名前の読みかたに誤りがありました。正しくは「ももか」さんとお読みします。おわびして訂正いたします。

お誕生おめでとう
氏名　（住所） 届出人
菅原千乃佳　（南日詰） 昭一
熊谷　理桃　（桜町） 智昭
松田　涼花　（小屋敷） 竜也
半田　千佳　（山屋） 正勝
藤原　友希　（犬吠森） 匠
山影　茉央　（日詰） 明
千葉奈々海　（北日誌） 要
長牛明日香　（彦部） 琢己
佐藤　陽菜　（日詰） 孝一
田口　友惟　（高水寺） 晴久
渡辺　ゆな　（宮手） 一矢
佐藤　聖樹　（二日町） 広行
谷　　光晟　（二日町） 勝広
藤原　大己　（平沢） 秀幸
藤原　将貴　（下松本） 武彦
武田　大河　（上松本） 靖雄
上田　哲平　（犬吠森） 豪紀
佐藤　駿太　（二日町） 健一
久保田千沙季　（紫波中央駅前） 祐郷
箱崎　大樹　（北日詰） 康夫
簗田　涼次　（平沢） 明
鷹木　　蓮　（上松本） 博
堀内　優斗　（平沢） 勇一
沼崎　葵彩　（平沢） 貴志
佐々木天良　（北日詰） 克仁
村上　陽琉　（平沢） 和久
小田島七海　（平沢） 大輔
橋本　尋也　（中島） 正樹
小田中琳那　（日詰） 淳浩

ご結婚おめでとう
氏名　（住所）
畠山　直樹　（片寄）
山田史穂子　（桜町）
畠山　誠吉　（日詰西）
鷹觜さゆり　（土舘）
八重樫　嘉　（稲藤）
加賀まどか　（秋田県）
松岡　拓也　（片寄）
藤村　亜古　（盛岡市）

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　（住所）
阿部　正雄　８６　（北日詰）
細川　　等　８０　（西長岡）
川村　ミツ　８３　（彦部）
稲垣　カネ　８９　（東長岡）
大弓　孝男　５６　（赤沢）
藤尾　善治　８３　（北日詰）
中川庄市郎　８８　（土舘）
谷地舘仁一　７９　（宮手）
高橋　晃吉　５８　（北日詰）
須川嘉右衛門　８１　（宮手）
佐々木暘吉　８２　（日詰西）
藤原　キミ　６７　（赤沢）
漆澤　一雄　６９　（片寄）
佐藤　秀雄　８５　（片寄）
谷地舘ハツヱ　８３　（宮手）
佐藤　貞雄　７４　（高水寺）
阿部　クニ　６９　（草刈）
細川　トミ　８２　（日詰）
鱒沢　コヨ　７３　（土舘）
吉田　テシ　７７　（二日町）
簗田　喜八　７１　（日詰）
杉浦タマノ　８９　（片寄）
西葛　トミ　９６　（東長岡）

献血にご協力を
全血献血【１０月９日（火）】
紫波消防署　午前８：４５～午前９：４５
たもり日詰店　午前１０：００～午前１１：００
岩手畜産流通センター　午前１１：３０～午後１：３０
朝日電機工業　午後２：３０～午後４：３０
成分献血【１０月２４日（水）】
紫波町役場　午前９：００～午後３：００

献血ありがとう
全血献血【８月１２日】２００ｍｌ　４００ｍｌ
長岡公民館　１１人　２０人
盛岡南ショッピングセンター　８人　１９人
成分献血【８月２２日】
紫波町役場　２３人
全血献血【８月３０日】２００ｍｌ　４００ｍｌ
ＪＡいわて中央赤石支所　１人　５人
岩手ニッカン　１人　５人
フルーツたもり　３人　３人
ファル生鮮市場古館店　１人　５人
※この期間で１１６人中１１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８月３１日現在（前月比）
人口　３４，０９７人（＋１２人）
男　１６，３５０人（＋１９人）
女　１７，７４７人（－７人）
世帯　９，７６９世帯（＋６世帯）
１年前は（今年との差：増分）
人口　３３，７７３人（３２４人）
男　１６，１９７人（１５３人）
女　１７，５７６人（１７１人）
世帯　９，５８１世帯（１８８世帯）

町内の求人情報
●８月１４日から９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
■橘建設（株）：桜町＝管工事技術管理者／４０～５０／１人／３００，０００～３５０，０００／７２７８８１１　管工事技術者／２５～４０／２人／１５７，０００～３５０，０００／７２７９２１１　土木技術者／２５～４０／／１人／１５７，０００～３５０，０００／７２８００１１　建築技術者／２５～４０／２人／１５７，０００～３５０，０００／７２８１３１１
■岩手ハイウェイサービス（株）：片寄＝接客係／１８～２１／１人／１３９，０００～１４０，５００／７２８８５１１
■医療法人法成会平和台病院：犬渕＝薬剤師／不問／１人／２５０，０００～３００，０００／７２６２５１１
■大崎運輸（有）盛岡営業所：上平沢＝整備士／３０～４０／１人／２５０，０００～３００，０００／７２２９８１１
■環境創研（有）：二日町＝浄化槽保守管理工／１８～４５／１人／１３５，０００～２５０，０００／７２３９５１１
■（有）南部開発：遠山＝重機オペレーター／２０～５０／１人／２００，０００～３００，０００／７１６８４１１
■岩手中央農業協同組合：桜町＝有線放送アナウンス／１９～３５／１人／１１３，４００～１１７，６００／７１０８５１１
■（合）富岡鉄工所：桜町＝配管工および見習／１８～４０／１人／１５０，０００～２５０，０００／６６１５５１１　ガソリンスタンド事務員および給油作業員／１９～５０／１人／１２０，０００～１８０，０００／６６１９６１１
■農事組合法人水分洋梨生産協同組合：果樹園内の作業／２０～６０／５人／１２２，４００～１４４，０００／６６１９６１１　事務職／１８～３５／１人／１２４，２００／７０１３３１１
■小泉商事（株）紫波営業所：中島＝営業／２０～２５／１人／１４７，０００～１５１，０００／７０２６８１１
■（有）アプローチ社：中島＝経理事務／２０～５０人／１２３，２００／６９４５５１１
■大崎運輸（有）盛岡営業所：大型雑貨便運転手／２３～４５／５人／３１５，０００／６８３０２１１　４トン雑貨便運転手／２０～４５／３人／２５０，０００～２７０，０００／６５２５８１１　一般事務員／１９～４５／１人／１５０，０００～２００，０００／６４８２６１１
■スズキハウス（有）：大工／２５～５０／１人／１５０，０００～３２０，０００／６６４３９１１
■岩手保育学園：保育士／２０～３５／４人／１２５，０００～１４０，０００／６５５８８１１
■協同組合テクノポート総合物流：犬渕＝物流管理／２５～４０／１人／２００，０００～３００，０００／６５３７０１１
■エヌケー紫波（株）：稲藤＝空調設備工事現場施工管理者／２５～３５／１人／１７０，０００～２００，０００／６５３０９１１
■（有）紫波技建：片寄＝左官工・タイル工／２０～４５／２人／２００，０００～２５０，０００／６５３４２１１
■（有）タカショウ：上平沢＝作業員／１８～３５／２人／１５０，０００～２８０，０００／６５１７８１１
■岡田歯科医院：高水寺＝歯科衛生士／２０～４５／１人／１５０，０００／６３６９０１１

ボランティア活動のお礼と募集　岩手県立紫波病院
県立紫波病院のボランティアは、昨年、延べ１２８人の皆さんに参加していただきました。心より感謝申し上げます。今後も、ボランティアの受け入れを継続していきます。皆さまのご参加をお待ちしています。 募集対象：１５歳以上の健康な人（活動日時は相談）

【申込・問合せ】県立紫波病院看護事務室　鈴木ミエさん　電話６７６－３３１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－[End of Page １]－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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

結核の追加検診を行います
あなたは、結核に対して無関心でいませんか？
かつて国民病といわれ、恐れられた結核は、昭和２６年以降、結核予防法の改正後の結核対策と抗結核薬の出現で患者が急激に減少していました。しかし平成９年に入り新登録患者数が再び増加し、平成１１年７月には厚生省から「結核緊急事態宣言」が発令されています。
町では６月に総合検診で、結核検診も行いましたが受診者が昨年度と比べて約２，０００人減少しています。結核に対して、過去の病気であるとか、もう片付いたと思っている人が多くなっているのではないでしょうか。
９月２４日から３０日は結核予防週間です。油断や無関心をなくし、適切な予防や対策につとめ、検診を受けていない人は結核追加検診を受診しましょう。

◎結核追加検診
期日　１０月２１日（日）
時間　午前９時～１１時・午後１時～３時
場所　保健センター

予防のためのミニ３ヵ条
○乳児期には早い時期にＢＣＧの接種を受けましょう。
○普段から定期検診を受けるよう心がけましょう。
○高齢者は免疫力が低下しています。症状がでた時は早めの受診が大切です。

結核はけっして過去の病気ではありません。新規結核患者が増加している日本で最大の感染症です。「結核の予防は１人ひとりの注意から」咳や微熱が続くようであれば、風邪だと思い込まないで医療機関を受診しましょう。

野村胡堂・あらえびす記念館
イベントガイド
問合せ　野村胡堂・あらえびす記念館　電話６７６－６８９６

書簡に見る胡堂・啄木
～盛岡中学同窓生の便りから～
期日　９月２９日（土）～１１月３０日（金）
石川啄木記念館との共同企画展。盛岡中学同窓生の胡堂あて書簡から浮かんでくる若き日の胡堂・啄木像を紹介します。また特別公開として日本近代文学館収蔵の胡堂あて啄木書簡も１０月２８日まで展示します。

第１４回野村記念講座
日時　１０月２１日（日）、午後２時～
講演　「野村胡堂と証券投資」
講師　柳澤隆雄（野村学芸財団理事）
コンサート　「北国の音楽家と奨学生との出会い」～オペラヘのいざない～
出演者／嶺貞子・林満理子（ソプラノ）／稲田昭徳（テノール）／酒井崇（バリトン）／鳥井俊之（ピアノ）／立花千春（フルート）
整理券　先着１２０人、野村胡堂・あらえびす記念館／企画課／中央公民館にあります。

エフゲニー・ザラフィアンツ
ピアノ・リサイタル
日時　１０月２８日（日）、午後２時～
プロフィール　１９５９年ロシア共和国生まれ。全ロシア・コンクール第３位、ボゴレリッチ国際コンクール第２位。ドイツを中心に演奏活動を行い、クロアチアのミルコヴィチ音楽院で後進の指導にもあたる。入場料　一般２，５００円、協力会員２，０００円（先着１００席）

まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選　胃潰瘍にて入退院をくりかへす姑はその度小さく見ゆる
（大巻）阿部　和子
評　胃潰瘍を病んで入院、退院をくりかえしているお姑さんが、その都度小さくなったと思って見ている作者の暖かい眼ざしを思う。
秀逸　毀ちたるわが家跡を包むごと庭の山百合すがしく匂ふ
（赤沢）富山志げ子
評　新築するためであろうか、家を取りこわした跡を包んでくれている様に、山百合が匂っているという。感覚のきいている歌。
佳作　久々に訪ひくる友の便りにて今日はおよその窓開けて待つ
（上平沢）浅沼　久夫
佳作　久し振りに生家に集ひ親族の世代異なる話題にぎはし
（犬吠森）加藤　アイ
佳作　思ひ出の寮歌を歌ふ会に出で六十年ぶりの友と涙す
（日詰）高橋　照

俳句【吉田一路・選】
秀逸　コケコッコー木槿を鼻に幼き日
（中島）大原　秀子
評　昔の子はむくげの花を鼻の上につけ、鶏のまねをして遊んだ。それを三人もの方が詠む。この句は擬音語と「幼き日」の据わりがよい。
佳作　救急車近づいて来る木槿垣
（南伝法寺）兼平よしえ
佳作　この奥に首洗井戸木槿咲く
（平沢）藤尾　艶子
入選　お点前の一輪のみの白木槿
（上平沢）斎藤　静子
入選　木槿垣奥は人混み武家屋敷
（南伝法寺）熊谷やえの
入選　何事も変わりなき日々木槿咲く
（上平沢）城戸美江子
入選　曲家に人馬住みけり白木槿
（犬渕）一戸　一秀
入選　太鼓の音木槿の花を震るはせて
（佐比内）石杜　ナヲ
入選　山峡の白壁囲む木槿垣
（犬吠森）加藤　アイ
入選　ボール蹴り飛び込んでゆく木槿垣
（南伝法寺）須川ヒサ子
入選　幼児も歩みを止めし木槿道
（北日詰）佐藤　宵子
題　十月＝鰯雲　十一月＝落葉焚き

川柳【熊谷岳朗・選】
特選　元気です明日を信じている五体
（片寄）畠山　勇子
評　すべてが明るいのです。
秀逸　元気だけとりえの自分ほめてます
（星山）半田　浩美
秀逸　若かった無茶したなぁ水ゴクリ
（上平沢）生内アイ子
秀逸　クラス会先ず健康に乾杯す
（日詰）葛岡ヒデ子
佳作　不景気が元気印を吹き飛ばす
（日詰）脇坂イク子
佳作　空元気出すとおかしくなってくる
（佐比内）高橋はじめ
佳作　アテルイの乱打金山太鼓の夜
（日詰）畠山　軍子
佳作　若きらの一挙手老いには羨まし
（南伝法寺）細川　清一
佳作　元気だね老いと老いとの立話
（土舘）畠山　敦子
佳作　八十路の母歌と散歩をかかさない
（上平沢）阿部　美子
佳作　思いっきり泣いて眠った子が可愛
（日詰）内川　茂子
題　十月＝恐い　十一月＝漢字

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。

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

紫波ネットお知らせ版　平成１３年１０／１～３１　１０月号　【No.５８４】
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【ご意見・情報は】〒０２８-３３９０　岩手県紫波郡紫波町日詰字西裏２３-１
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第１８回紫波町産業まつり
２００１　ＪＡ紫波地域　収穫感謝まつり

１０／１３～１４
サン・ビレッジ紫波とＪＡいわて中央農業団地センターで開催

ＪＡいわて中央農業団地センター会場
２日間共通
◆グルメ通り・産直通り　◆ヘリコプター遊覧　◆青年部コーナー　◆フリーマーケット広場　◆Ｎツアーコーナー　◆生産資材展示即売コーナー　◆満１歳１升もち背負い祝い　◆「ナンブコムギ」を使った料理コンクール　◆暖房器具・ガス器具展示販売　◆農業機械・自動車展示即売　◆農機具チビッコ運転手　◆鮮魚市
１３日（土）
そば打ち体験　午前１０：３０／午後２：００
りんご皮むき大会　午前１１：００
新米試食　午前１１：００
ナンブコムギそうめん大食い大会　正午
家族輪投げ大会　午後２：００
１４日（日）
ぶどう早食い大会　午前１０：００
とんとんまつり　午前１０：００
キックターゲット　午前１０：００／午後２：００
そば打ち体験　午前１０：３０／午後２：００
ナンブコムギそうめん大食い大会　午前１１：００
新米試食　午前１１：００
みんなでもちつき大会　午前１１：３０
手巻きもち８８ｍに挑戦　午後３：００
日本一の産地もちまき大会　午後３：３０

サン・ビレッジ紫波会場
２日間共通
◆紫波の逸品！！直売コーナー【もちもち牛・手打ちそば・地酒・もち加工品ほか盛りだくさん】 ◆三陸町・釜石市・山田町海産物・宮守地ビール・エーデルワイン販売コーナー　◆特設遊園地【トーマス号・エアートランポリン・エアースライダー】 ◆チビッコ白バイ隊免許証発行コーナー　◆子ども木工品工作コーナー　◆高所作業車、バックホー試乗コーナー　◆「紫波の商人」どっさり市大売出し
１３日（土）
オープニングもちまき大会　午前１０：００
どっさり市タイムサービス　午前１０：３０／午後１：３０
ワンワンふれあいランド　午前１１：００
ＩＢＣラジオ「大塚富夫のタウン」生放送　午後１：００
赤石小学校金管バンド演奏会　午後１：００
新世紀のもちまき大会　午後２：００
秋の味覚一本釣りゲーム　午後３：００
１４日（日）
チビッコ動物園　午前１０：００
どっさり市タイムサービス　午前１０：３０／午後１：３０
佐比内金山太鼓演奏会　午前１１：００
親子ペットボトルロケット大会　午前１１：３０
秋の味覚一本釣りゲーム　午後１：００
もちモチ王国紫波ひめ隊もちつき大会　午後２：００

ナンブコムギ料理コンクールも併せて開催
町と町農業振興協議会生活改善部会では、町に住むか勤務している人と紫波高校生を対象にナンブコムギを使ったアイデア料理を募集しています。

【応募期限】１０月５日（金）、先着５人
【問合せ・応募先】農林課農産係　電話６７２－２１１１　内線３３４　有線０１－８８２２

産業まつり・収穫感謝まつりとも特産品の販売や試食、各種イベントが盛りだくさんの両日です。ぜひご参加ください。
【両会場で実施】スタンプラリー抽選会（両日とも先着５００人）
【問合せ】企画課商工労政係　電話６７２－２１１１　内線３２６　有線０１－８８９１

平成１３年度　紫波町社会福祉大会
町と社会福祉協議会では、より住み良い福祉のまちづくりのため、紫波町社会福祉大会を開催します。当日は漫才トリオ「レツゴー三匹」などでおなじみのレツゴー正児さんを招き、講演会も行われます。皆さんお気軽にお出かけください。

【日時】１０月２７日（土）、午後１時１５分～４時１５分
【場所】ＪＡいわて中央パーフルパレス
【記念講演】「笑いも仕事もまず健康から」講師　レツゴー正児さん
【問合せ】社会福祉協議会　電話６７２－３２５８　有線０１－２１０５
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ＩＴ講習会のお知らせ
５月から各地区公民館でＩＴ講習会が始まっていますが、地区によってはまだ申し込み可能な講座があります。詳しくは希望する地区公民館へお問い合わせください。

マークの凡例：わいわいレディコース（２０歳以上の女性）…○／わくわくシニアコース（おおむね６０歳以上）…○／ばりばりアダルトコース（２０歳以上の働いている人）…○／休日コース（お休みを利用したい人）…○
休日コースは２週にわたり２日間、その他のコースは４日間の講座になります。

◆申込・問合せ
日詰公民館　電話６７２－３３７２　有線０１－８９４２
志和公民館　電話６７３－７１１１　有線０３－５２２３
赤石公民館　電話６７６－３９９９　有線０４－６１６１
彦部公民館　電話６７６－４６７０　有線０１－６６９８
赤沢公民館　電話６７６－３０３６　有線０６－７９５２
長岡公民館　電話６７６－３７８９　有線０７－８２２６

月日
１０／１５（月）～１０／１８（木）
１０／２２（月）～１０／２５（木）
１０／２２（月）～１０／２５（木）
１０／２２（月）～１０／２５（木）
１０／２９（月）～１１／１（木）
１０／２９（月）～１１／１（木）
１０／２９（月）～１１／１（木）
１１／４（日）・１１／１１（日）
１１／５（月）～１１／８（木）
１１／５（月）～１１／８（木）
１１／５（月）～１１／８（木）
１１／５（月）～１１／８（木）
１１／５（月）～１１／８（木）
１１／５（月）～１１／８（木）
１１／１２（月）～１１／１５（木）
１１／１２（月）～１１／１５（木）
１１／１２（月）～１１／１５（木）
１１／１２（月）～１１／１５（木）
１１／１２（月）～１１／１５（木）
１１／１２（月）～１１／１５（木）
１１／１８（日）・１１／２５（日）
１１／１９（月）～１１／２２（木）
１１／１９（月）～１１／２２（木）
１１／１９（月）～１１／２２（木）
１１／２６（月）～１１／２９（木）
１１／２６（月）～１１／２９（木）
１１／２６（月）～１１／２９（木）
１２／３（月）～１２／６（木）
１／２１（月）～１／２４（木）
１／２１（月）～１／２４（木）
１／２１（月）～１／２４（木）
１／２７（日）・２／３（日）
１／２８（月）～１／３１（木）
１／２８（月）～１／３１（木）
１／２８（月）～１／３１（木）
２／４（月）～２／７（木）
２／４（月）～２／７（木）
２／４（月）～２／７（木）
時間
午後１：００～午後４：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後１：００～午後４：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～午後４：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～午後４：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～午後４：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
午前９：００～正午
午後１：００～午後４：００
午後６：００～午後９：００
会場
赤石公民館
彦部公民館
赤石公民館
赤沢公民館
志和公民館
赤沢公民館
長岡公民館
彦部公民館
日詰公民館

紫波平成大学
紫波平成大学院講座のご案内
紫波平成大学運営委員会では、生涯教育を目的に、紫波平成大学・紫波平成大学院を開校しています。広く聴講をいただくため学生以外の皆さんにも開放いたしますので、ぜひお越しください。

【１０月の日程】２２日（月）午前１０：００～１１：３０『日本の伝統－家紋－』講師：公民館職員（会場：中央公民館研修室）
【問合せ】中央公民館　電話６７２－３３７２　有線０１－２９２２
※１１月以降の日程は次号でお知らせします

勤労青少年ホーム短期講座受講生募集
各講座とも勤労青少年ホームで開催します。定員になり次第募集を締め切りますので、早めに申込みください。受講希望の人で青少年ホームヘの登録がまだの場合は、登録が必要となります。（登録料１，０００円）

【申込・問合せ】勤労青少年ホーム　電話６７６－２３４４　有線０１－３１３４

講座名
エアロビクス
全８回／定員２０人
純銀粘土を使ったシルバーアクセサリー作り
全４回／定員１５人
お菓子作り
全６回／定員１５人
クリスマスリース作り
定員１０人

期間
１０／２～１１／２７
火曜
１０／５～１０／２６
毎週金曜
１０／１５～３／１８
毎月第３月曜
１２／７
金曜

時間
午後７：３０～８：３０
午後７：００～９：００

その他
材料費（１回）２，５００円
材料費（１回）５００円
材料費２，５００円

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

Ｑ　老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、６０歳を過ぎても国民年金に加入できますか。
Ａ　６０歳になれば、国民年金に加入する資格を失うのが原則ですが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、６０歳を過ぎても国民年金に加入することができます。このような人を高齢任意加入被保険者といいます。日本国内に住所があり、６０歳以上６５歳未満の人であれば、６５歳まで任意に加入することができます。また、昭和３０年４月１日以前に生まれた入については、７０歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます。いずれも手続きをしたとき
から加入することとなり、保険料を納めないと資格を失うことになります。
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１０月のカレンダー
日・曜日　小児救急　保健　一般
１　月　（宿直）こども　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
◆「法の日」県土地家屋調査士会・司法書士の無料相談会　午前１０時～午後３時、中央公民館
◆野村胡堂・あらえびす記念館企画展「書簡に見る胡堂・啄木　－盛岡中学同窓生の便りから－」 ※記事参照
２　火　（宿直）日赤　ママ：１歳児歯科検診（平成１２年８月・９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】
３　水　（宿直）医大　◆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
４　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【０・１歳・お庭で遊ぼう】
５　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／加藤悦子さん
６　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
ママ：古館保育所・子育て支援センター合同運動会　午前８時４５分から古館保育所　※親子で参加できる競技を予定
７　日　（宿直）医大　【休日当番医】直島医院　電話６７３-６９６７
８　月　（宿直）中央　【休日当番医】Ｅ、肌クリニック不来方　電話６９８-１１５１
■体育の日
・“元気はつらつ”スポレク☆フェスタｉｎ紫波　町・教育委員会・新県営総合運動公園誘致期成同盟会主催。午前９時から運動公園、総合体育館、サン・ビレッジ紫波、自転車競技場、ラ・フランス温泉館ほか
・“元気はつらつ”ガラガラぽん　ウォーキング　※記事参照
・山王海・葛丸親子ダムふれあいＥＫＩＤＥＮ２００１　午前９時から山王海ダム周辺コース

イベント・行事盛りだくさん
町の情報あれこれ

第２２回紫波町民号は南陽の菊祭りと赤湯温泉の旅
２２回を迎える紫波町民号の参加者を募集します。今回は山形県を満喫できる充実した内容となっています。またお座敷列車での旅は今回のみとなりますので、ぜひご参加ください。
◆期日　１０月３１日（水）～１１月１日（木） １泊２日
◆旅行代金　２９、８００円
◆募集人員　１２０人
◆コース　【１日目】古館駅（午前９時２０分）→紫波中央駅→日詰駅→白石駅→亀岡文殊→高畠ワイナリー→ホテル　【２日目】ホテル→熊野大社・双松公園（菊祭り）→蔵王（お釜）→白石駅→日詰駅→紫波中央駅→古館駅（午後５時５３分）
◆申込・間合せ　日詰駅　電話６７２－２７０２／古館駅　電話６７６－６５７５

“元気はつらつ”
第２１回紫波町民マラソン大会
教育委員会と体育協会では、紫波町民マラソン大会の参加者を募集します。
◆期日　１０月１４日（日）、午前８時３０分から受付　※雨天中止
◆コース　山王海ダム周辺
◆種目　個人の部（小学生から一般・ファミリーの部まで部門ごとに３・６ｋｍ～１０・４ｋｍ）／継走の部（１チーム４人編成、小学生と中学生の男女各

３７２　有線０１－２９２２

第１０回紫波町民俳句大会で
自慢の句を披露してみては
教育委員会、中央公民館、紫波町芸術文化協会では春風会（吉田祐倫会長）と協力し、１１月３日（土）に赤石公民館で紫波町民俳句大会を開催します。つきましては町内の皆さんの俳句を募集します。
◆兼題　「当季雑詠」３句
◆出句　ハガキに「３句」と住所、氏名（俳号）を明記して春風会事務局に送付（１０月１５日締切）。大会欠席でも可
◆問合せ　春風会事務局（東海林健一さん　電話６７６－４１５４、日詰字七久保６９）

良い汗流して賞品も獲得できる
「ガラガラぽん　ウォーキング」
ウォーキングで良い汗を流し、さらに抽選会で賞品も当たるユニークなイベントを開催します。完歩者には、ガラガラ・ポンの抽選会に挑戦できるほか、途中には抽選回数が増える運試しコーナーも。ぜひご参加ください。
◆日時　１０月８日（月）、午前９時
◆場所　総合運動公園
◆コース　運動公園がスタート・ゴールの３・３ｋｍ
◆参加料　無料
◆間合せ　健康推進室　電話６７２－４５２２　有線０１－８９９１
---------------------[End of Page １]---------------------

９　火　（宿直）国立　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
◆元気はつらつ紫波若返りセミナー“２１世紀に伝える健康づくり発表大会” ※記事参照
１０　水　（宿直）川久保　ママ：３歳６ヶ月児健診（平成１０年４月・５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
１１　木　（宿直）日赤　ママ：乳児健診（平成１３年３月・６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時に城山で【２歳以上・城山で遊ぼう　※城山集合。雨天時は古館保育所に変更】
１２　金　（宿直）市立　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
◆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／小川美代さん・菅川一さん・阿部勝悦さん
◆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／多田友夫さん
１３　土　（日直）こども（宿直）こども　◆第１８回紫波町産業まつり・２００１ＪＡ紫波地域収穫感謝まつり（１４日まで） ※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：パパママランド　午前９時～１１時に城山で【※城山集合。雨天時は古館保育所に変更】
１４　日　（宿直）中央　【休日当番医】志和診療所　電話６７３－７８０５　◆第１７回紫波町音楽祭吹奏楽部門　※記事参照
・第２１回紫波町民マラソン大会　※記事参照
・紫波町長杯野球大会　町野球協会主催。午前９時から運動公園野球場（２１日も）
１５　月　（宿直）国立　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
１６　火　（宿直）医大　予防：ポリオ　午後１時～１時５０分まで保健センター
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・おもちゃを作ろう】
・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
１７　水　（宿直）日赤　予防：ポリオ　午後１時～１時５０分まで保健センター
ママ：マタニティ教室　午前９時３０分～１１時３０分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
◆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
・かたくり号巡回　^コース
１８　木　（宿直）川久保　予防：ポリオ　午後１時～１時５０分まで保健センター
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【０･１歳・おもちゃを作ろう】
・かたくり号巡回　_コース

部８ｋｍ～１４・４ｋｍ）
◆申込　１０月１０日（水）までに、総合体育館へ申し込み
◆問合せ　総合体育館　電話６７６－２５７４　有線０１－３１５１

第１７回紫波町音楽祭吹奏楽部門
吹奏楽フェスティバル開催
教育委員会、中央公民館、町芸術文化協会では、吹奏楽フェスティバルを開催します。

◆日時　１０月１４日（日）、午後１時
◆場所　矢巾町田園ホール
◆出演　日詰小、赤石小、紫波一中、紫波高校、Ｓｈｉｗａウィンド・アンサンブル（町民バンド）、矢巾北中学校吹奏楽部
◆問合せ中央公民館　電話６７２－３

高齢者「健康づくり発表大会」
町では、元気はつらつ講話と自らの健康づくり秘訣を発表する「２１世紀に伝える健康づくり発表大会」を開催します。

◆日程　【日詰・古館・赤石】１０月９日（火）／【彦部・佐比内・赤沢・長岡】１０月２９日（月）／【水分・上平沢・片寄】１０月３１日（水）
◆時間　午前１０時～午後２時３０分
◆場所　ラ・フランス温泉館交流プラザ紫波
◆参加料　５００円
◆申込　老人クラブ会員は各地区老人クラブ会長まで。非会員は長寿健康課　電話６７２－４５２２・有線０１－８９９１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　ＦＡＸ　６７１－２２００
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。
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１９　金　（宿直）こども　予防：ポリオ　午後１時～１時５０分まで保健センター
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
◆食が創るいのちのみらい　シリーズ１　午後５時３０分からラ・フランス温泉館湯楽々
◆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
・町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
・かたくり号巡回　｀コース
２０　土　（日直）日赤（宿直）日赤　ママ：おはなしの森　午後１時３０分～３時３０分、古館公民館（絵本や本の貸し出し、おはなし会など）
・平成１３年度岩手県中学校新人野球大会　郡中学校体育連盟主催。午前９時から運動公園野球場
■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
２１　日　（宿直）医大　【休日当番医】横川産婦人科医院　電話６７６－３８１１
・結核の追加検診　午前９時～１１時・午後１時～３時、保健センター
◆第１４回野村記念講座　※記事参照
２２　月　（宿直）国立　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　aコース
２３　火　（宿直）中央　◆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：ショパン夜想曲集　ピアノ／ゴドフスキー、パッハマン　ＬＰの部：メンデルスゾーン交響曲第４番「イタリア」ほか【チョン・キョンファ（ヴァイオリン）／ショルティ／シカゴ交響楽団】コーヒー代として１００円
２４　水　（宿直）医大　◆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
２５　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・ゲームで遊ぼう】
２６　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／熊谷紀さん
・老人クラブ連合会１０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
２７　土　（日直）医大（宿直）医大　◆平成１３年度紫波町社会福祉大会　※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

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
※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。（カレンダー参照）

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

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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２８　日　（宿直）中央　【休日当番医】不動診療所　電話６９７－３１３７
◆エフゲニー・ザラフィアンツ　ピアノリサイタル　※記事参照
・第６回岩手県中学校１年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
２９　月　（宿直）こども　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
◆元気はつらつ紫波若返りセミナー“２１世紀に伝える健康づくり発表大会” ※記事参照
３０　火　（宿直）医大
３１　水　（宿直）国立　◆第２２回紫波町民号　※記事参照
◆元気はつらつ紫波若返りセミナー“２１世紀に伝える健康づくり発表大会” ※記事参照
◆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

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

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
１１月中旬までの休日当番医
（以降は次号お知らせ版参照)
３日　足澤放射線科医院　電話６７６－３５５５
４日　足澤整形形成外科医院　電話６７６－２５００
１１日　高宮消化器科内科医院　電話６９７－７０３０

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

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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