
慶弔コーナー
平成１３年９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
本間陽也　（遠山） 秀明
高橋一輝　（星山） 一也
高橋琉斗　（日詰） 毅
戸嶋諒太郎　（桜町） 寿久
大町夏輝　（日詰） 和宏
岡田龍馬　（犬吠森） 公明
西田緋香里　（佐比内） 勝矢
熊谷雅　（日詰） 雅之
森澤梨乃　（上平沢） 忍
佐藤花香　（小屋敷） 敬
阿部祐輝　（草刈） 孝夫
田村彩也香　（中島） 晃
横澤礼　（栃内） 知
畠山太星　（犬吠森） 和明
越田愼吾　（犬吠森） 悟
吉田凛来　（遠山） 秀樹
箱崎介一　（南日詰） 利一
熊谷握　（桜町） 匠
福士寛室　（犬吠森） 登
藤原優弥　（栃内） 浩
大崎百歌　（日詰） 章正
熊谷柾輝　（土舘） 光浩

ご結婚おめでとう
氏名　（住所）
藤尾充　（平沢）
山内裕子　（盛岡市）
高橋淳　（日詰）
細川淳子　（中島）
上坂友幸　（宮古市）
齋藤千恵子　（高水寺）
生内高広　（上平沢）
山中千春　（桜町）
榊原崇　（日詰）
菅原いくこ　（大東町）

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　（住所）
岩舘忠　５０　（宮手）
野崎信夫　６３　（北日詰）
阿部キヨ　９１　（土舘）
山上功　６５　（土舘）
菊地一美　４０　（二日町）
松坂達男　６９　（佐比内）
山田芳夫　７９　（北田）
佐藤小三郎　７７　（大巻）
中川好清　８８　（北日詰）
古澤ウメノ　７７　（日詰）
鷹木豊穂　６１　南伝法寺）
米倉武　５８　（日詰）
菅川さた子　８６　（吉水）
小田中直三　７７　（片寄）
川村秀雄　７８　（桜町）
野崎正夫　６５　（南伝法寺）
畠山八重二　９７　（日詰）
岩清水小三郎　８８　（犬渕）
生内リサ　８９　（北日詰）
志村善三郎　７７　（二日町）
熊谷治子　８８　（犬吠森）
藤原賢一　６９　（吉水）

献血にご協力を
全血献血【１１月１５日（木）】
ＪＡいわて中央本所　午前９：３０～午前１１：３０
フクビハウジング　正午～午後１：００
日管電材工業　午後２：００～午後３：００
タケダスポーツ盛岡南店　午後３：３０～午後４：３０

献血ありがとう
全血献血【９月１３日】２００ｍｌ　４００ｍｌ
ＪＡいわて中央志和支所　１人　３人
紫波ライオンズクラブ　１４人　１３人
スーパーセンター紫波　５人　３人
全血献血【９月２７日】２００ｍｌ　４００ｍｌ　
県立紫波高等学校　２７人　２人
力ンショク岩手工場　２人　２人
紫波ふるさとセンター　１人　２人
レストラン果りん亭　－　２人
※この期間で９２人中１５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９月３０日現在（前月比）
人口　３４，１２４人（+２７人）
男　１６，３７２人（+２２人）
女　１７，７５２人（+５人）
世帯　９，７７９世帯（+１０世帯）
１年前は（今年との差：増分）
人口　３３，８１７人（３０７人）
男　１６，２０８人（１６４人）
女　１７，６０９人（１４３人）
世帯　９，６００世帯（１７９世帯）

町内の求人情報
●９月１８日から１０月１５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
■マルヨ産業運送（株）盛岡営業所：犬渕＝トラックドライバー／１８～３９／２人／２２０，０００～２６０，０００／７５００５１１
■協同組合テクノポート総合物流：犬渕＝物流管理／２５～４０／１人／２００，０００～３００，０００／７４５５２１１
■（株）ナイスコーポレーション仙台営業所岩手出張所：桜町＝設備施工管理（県内および東北各現場）／２２～４０／３人／１７０，０００～４５０，０００／７４４２６１１　建築施工管理（県内および東北各現場）／２２～４０／６人／１７０，０００～４５０，０００／７４４３９１１　土木施工管理（県内および東北各現場）／２２～４０／６人／１７０，０００～４５０，０００／７４４４１１１
■（有）南部開発：遠山＝土木作業員／１８～４０／２人／１６８，０００～２４０，０００／７３２５８１１　重機オペレーター／２０～５０／１人／２００，０００～３００，０００／８０６０８１１
■（合）富岡鉄工所：桜町＝建築設備ＣＡＤオペレーター／２０～３５／１人／１５０，０００～２００，０００／８０２９８１１・７６２７６１１　土木・管工事技術者／１８～４０／１人／２００，０００～３５０，０００／８０３１０１１
■（株）長谷川組：陣ヶ岡＝土木技術作業員／１８～５０／５人／１８０，０００～３００，０００／７９０７０１１
■熊谷歯科医院：上平沢＝歯科助手・受付／１８～３０／１人／１１０，０００～１５０，０００／７９１５３１１　歯科衛生士／１８～３０／１人／１６０，０００～２３５，０００／７９１６６１１
■（有）喜久田興運：北日詰＝運転手（大型）／５０～６０／２人／２００，０００～２５０，０００／７８３９７１１・７７２８２１１
■岩手中央農業協同組合：桜町＝一般事務・業務関係／１８～２６／３人／１３１，６００～１４７，７６０／７７９５４１１
■大崎運輸（有）盛岡営業所：上平沢＝ホーム作業員／２０～３５／１人／１８４，０００～２００，０００／７７８２１１１
■（株）東北丸和サービス：犬渕＝物流営業／２５～３５／１人／２０３，０００～２３０，０００／７６６４２１１

来年卒業者を対象に
「いわて就職面接会」を開催

（財）ふるさといわて定住財団では、「いわて就職面接会」を開催します。参加企業５０社とハローワーク（公共職業安定所）による就職相談が行われますので、対象となる人はぜひご参加ください。
【日時】１１月１３日（火）、午後１：００～５：００
【会場】ホテルメトロポリタン盛岡（盛岡市盛岡駅前通）
【対象】大学・短大・高等専門学校・専修学校を平成１４年３月卒業予定で就職の決まっていない人
【問合せ】（財）ふるさといわて定住財団　電話６５３－８９７６
---------------------[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

子育てに協力してますか?
「育児をしない男は父と呼ばない」というコマーシャルが流れて数年、「協力したくても仕事が忙しくて…」という男性もいますが、「２人の子なのだから協力して当然」と積極的に育児に関わる男性が増えてきているようです。
保健センターの子どもの健診でもお父さんの姿が多くなりました。育児への協力もほとんどの人がしているようです。妊婦さん対象のマタニティ教室でもご夫婦の参加も珍しくありません。また昨年からパパママ教室（胎教コンサート）も実施しています。内容としては、妊娠中から父親になる楽しみや自覚、産後の妻へのいたわり方、育児への協力などを盛り込み、妊婦さんと一緒に生演奏のコンサートでリラックスしていただくというものです。参加者も増え主催者としてはうれしい限りです。
核家族や共働きが増え、子育て事情も変わってきています。毎日育児や家事に追われ、心身共に疲れている母親の一番の頼りは夫です。ある調査で「これだけは夫にしてもらいたい」と思っていることがらに、「時には子育ての愚痴を聞いてほしい」「たまには『子どもの世話で大変だね』といたわってほしい」「今日あったことを話し合う時間がほしい」などがありました。育児に協力してもらうのはとても助かるが、夫婦のコミュニケーションをもっと取りたいというささやかな願いがこの結果にはあるようです。２人で育ててい

ると感じることで、母親の心にもゆとりが出てきます。子どもと一緒に笑い、楽しく子育てできるよう、お互いにねぎらいの言葉をかけあいましょう。
子育てを応援する「子育て支援センター」のほか、保健センターで行っている「ママのほっとひろば」、お子さんの健診時などを利用し、子育ての不安や悩みなどを、お気軽にご相談ください。

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

◆浪曲公演「銭形平次“雪の精”」ほか　【日時】１１月４日（日）、午後１時３０分～／【出演】国友忠さんほか／【入場料】前売り２,５００円（当日３,０００円） ※野村胡堂・あらえびす記念館協力会員割引あり（チケットは記念館で）
◆岩手芸術祭移動公演ギター部門「ギター音楽のひととき」【日時】１１月２５日（日）、午後２時～／【出演】伊藤隆さんほか／【入場料】大人３００円（高校生以下無料。チケットは記念館、中央公民館、企画課で）
◆レコード・コンサート【日時】１１月１７日（土）、午後４時３０分～、特別企画ＬＤによるオペラ鑑賞会～リヒャルト・シュトラウス「薔薇の騎士」全編～　１１月２７日（火）、午後６時３０分～（カレンダー参照）／【入場料】１００円

まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選　高校の時に子の着し制服をまとひてわれは劇を演ずる
（日詰）高橋照
評　高校の時に着た子どもさんの学生服を、その母が着て演劇に出たという。一読してわかるし、ほほえましい。内容に深いものを思う。
秀逸　くさぐさの花の季終らん高原を歩めば白花はらはらと散る
（日詰）大村泰子
評　高原のいろいろの花が終ろうとしているころの一首で、特にわからないというところもなく、平易に言って味わいのある歌。
佳作　こほろぎの暗く夕ぐれに老妻が夕顔かかへ畑より来る
（上平沢）浅沼久夫
佳作　青葉なす葡萄の棚の下にいて徒長枝切りつつ暑き日にをり
（遠山）山田長耕
佳作　山峡の農家に嫁ぎし友訪ふに庭に出で来し友の若かり
（犬吠森）加藤アイ

俳句【吉田一路・選】
秀逸　鰯雲かごめかごめの輪に教師
（東長岡）稲垣恵香
評　鰯雲の広がる秋空の下、校庭の子ども達の遊戯を活写。下の句が巧み。
佳作　鯖雲や妊みし牛も外に出でて
（佐比内）高橋順子
佳作　跳び箱の飛ぶ子飛べぬ子いわし雲
（平沢）藤尾艶子
入選　鰯雲鳴りを潜めし南部富士
（上平沢）斎藤静子
入選　鍬の手を休め見入るや鰯雲
（犬吠森）小野寺礼子
入選　山王海湖面に映える鰯雲
（犬渕）一戸一秀
入選　鰯雲たたみ寄せられ暮れにけり
（上平沢）城戸美江子
入選　動きつつ夕日に染まる鰯雲
（南伝法寺）兼平よしえ
入選　童画めく淡月掬ひ鰯雲
（南伝法寺）熊谷やえの
入選　額の中切って入れたい鰯雲
（北日詰）佐藤宵子
入選　刈り急ぐエンジン軽し鰯雲
（大巻）作山和子
入選　空不思議雲の織りなす鰯雲
（星山）作山真子
題　十一月＝落葉焚き　十二月＝熱燗

川柳【熊谷岳朗・選】
特選　恐いのは花火の後の静けさよ
（星山）半田浩美
評　人間の寂しさがここに。
秀逸　人を差す指の先から恐くなる
（佐比内）高橋はじめ
秀逸　恐いのは理性を捨てた人とひと
（北日詰）北見城山
秀逸　有頂天足が階段踏み外す
（日詰）内川茂子
佳作　未来図にクローン人間埋まるかも
（日詰）森田嗣子
佳作　血統の病い恐れて飲む薬
（日詰）脇坂イク子
佳作　忘れてた戦さの恐さぶり返す
（南伝法寺）細川清一
佳作　恐いのは昨日の友で今日の敵
（片寄）畠山聡
佳作　大国の騒りへテロのルールなき
（目詰）畠山軍子
佳作　マンネリが一番怖い医療ミス
（日誌）葛岡ヒデ子
佳作　天狗面恐いと泣いた子髭を編む
（片寄）畠山ヤイコ
題　十一月＝漢字　十二月＝困る

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１１／１～３０　１１月号　【No.５８６】
「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

芸術の秋にふさわしい紫波町芸術祭
各会場で開催
紫波町芸術文化協会や教育委員会・中央公民館が主催する紫波町芸術祭の各部門が、次の日程で開催されます。お誘い合わせのうえ、芸術の秋をお楽しみください。

【問合せ】中央公民館電話６７２－３３７２　有線０１－２９２２

期日　部門名　時間　会場
１１月２日（金）～４日（日） 展示部門　午前９：００～午後４：００　中央公民館
１１月３日（土） 町民俳句大会　午後１：００～　赤石公民館
１１月１１日（日） 第１７回音楽祭合唱・合奏部門　午前９：００～午後３：３０　中央公民館
１１月１８日（日） 舞台部門　午前１０：００～午後３：００
１１月２３日（金）～２５日（日） 小中学校作品展　午前９：００～午後４：００

火災予防はみんなで！
「たしかめて。火を消してから次のこと」を統一標語に、秋季火災予防運動が１１月９日（金）から１５日（木）まで展開されます。特に今回は、住宅からの出火を防止し、住宅火災での高齢者などの犠牲者を防ぐことに重点が置かれています。
紫波消防署でも、高齢者家庭などを中心とした防火指導のほか、ご要望により防火座談会や救急講習会を行いますので、積極的にご連絡ください。

赤沢小周辺で火災防御訓練実施
町では火災予防運動の一環として、赤沢小学校付近の林野から出火し、延焼拡大したという想定で火災防御訓練を行うほか、初期消火や応急手当の訓練も行います。当日は緊急車両や防災ヘリが参加するほか、下図の道路が交通規制となりますので、ご協力をお願いします。

【日時】１１月１７日（土）、午前８時４５分～１１時まで交通規制
【問合せ】紫波消防署
電話６７２－２４００　有線０４－８８１１

１１／３【文化の日】もちまき・イベントなど多数
第２２回さざんか祭
青少年ホームでは、日ごろの活動の発表と、町内の皆さんとの交流を目的とした「第２２回さざんか祭」を開催します。各講座受講生による作品展示、自治会員による屋台・食堂の開設、バンドライブなど、内容も盛りだくさん。子どもから大人まで楽しめるイベントです。お気軽にご参加ください。

【日時】１１月３日（文化の日）、午前１０時～午後３時※午前１０時からオープニングイベントとしてもちまきを行います。
【会場・間合せ】勤労青少年ホーム電話６７６－２３４４　有線０１－３１３４
【イベント内容】
◆もちまき（午前１０：００と午後１：００）
◆講座受講生の作品展示（華道・書道・着付けなど）／茶道講座受講生によるお茶会
◆自治会員による催し【軽音楽クラブのバンドライブ／人形劇団ピノキオ公演／食堂・喫茶・屋台の開設】
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平成１３年度後期スポーツ教室
総合体育館では平成１３年度の後期スポーツ教室の参加希望者を募集します。教室は初心者・初級者対象で、定員になり次第募集を締め切ります。また開講２日前までに、５人以上のお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。なお参加料にはスポーツ安全保険料が含まれております。

【申込】１１月１日（木）から総合体育館窓口で
【問合せ】総合体育館電話６７６－２６５０　有線０１－３１５１

教室名
水泳教室　対象：一般　定員：３０人
ヨーガ教室　対象：女性　定員：２５人
ちびっこスポーツ教室　対象：幼児と親　定員：２５組
なぎなた教室　対象：小学生以上　定員：２０人
剣道教室　対象：小学３年以下　定員：３０人
柔道教室　対象：小学３年以下　定員：３０人

会場と参加料
会場：ラ・フランス温泉館ほか　参加料：２，０００円
会場：総合体育館　参加料：２，０００円
会場：総合体育館　参加料：２，０００円　※親子のための体育教室
会場：総合体育館　参加料：一般２，０００円　小中学生１，０００円
会場：総合体育館　参加料：１，０００円
会場：総合体育館　参加料：１，０００円

期間
１１月１２日～２月４日　毎週月曜（１０回） 午後６：３０～８：００
１１月１７日～２月９日　毎週土曜（１０回） 午前１０：００～正午
１１月１６日～２月８日　毎週金曜（１０回） 午前１０：００～正午
１１月１７日～２月９日　毎週土曜（１０回） 午後４：００～６：００
１１月１５日～１月２４日　毎週木曜（１５回） 午後４：００～６：００
１１月１４日～１月２３日　毎週水曜（１０回） 午後４：００～５：３０

元気はつらつ紫波
美人の湯探訪ウォーク
参加希望者募集
町では「元気はつらつ紫波運動」の一環として、「美人の湯探訪ウォーク」を開催します。ウォーキングの後は、温泉入浴講座やヘルシー昼食、抽選会、入浴などお楽しみ多数。定員１００人ですのでお早めにお申し込みください。

【開催日】１１月７日（水）、午前９時～午後２時３０分
【コース】保健センター集合→紫波高校→ＪＡ水分支所→ラ・フランス温泉館　８・８キロメートル、所要約２時間２０分　（帰りは保健センターまでバスで送迎）
【参加費】無料
【問合せ・申込】健康推進室電話６７２－４５２２　有線０１－８９９１

農業委員会からのお知らせ
【問合せ】農業委員会電話６７２－２１１１　内線３４２　有線０１－８８３２
【移動農業委員会】

農業問題について、地域の皆さんと農業委員が膝を交えて懇談する移動農業委員会を開催します。どなたでも自由に参加できますので、お誘いあわせのうえご参加ください。
【開催日】１１月２５日（日）
【開催時間・場所】
午前１０：００～　志和公民館　主に水分、志和地城
午後１：００～　赤石公民館　主に日詰・古館・赤石地域
午後１：００～　赤沢公民館　主に彦部・佐比内・赤沢・長岡地域

【農地パトロール強化月間】
１０月と１１月は「農地パトロール強化月間」です。次のような農地を対象に農業委員が巡回パトロールを行います。これはかけがえのない農地を守り活かすための地域運動です。関係する皆さんのご協力をお願いします。

・遊休・荒廃・耕作放棄などの農地の実体把握や是正指導
・農地の無断転用の是正
・無届けの権利移動の是正

【日照被害や病害虫問題】
隣接する原野や森林の草木が、境を越えて農地に繁茂し、大変困っているという声がよく聞かれます。農地に隣接する所に森林原野を所有している人は、お互いに気持ちよく農作業を行い、地域農村の発展のためにも、いま一度確認をお願いします。

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

出稼ぎをされる人へ
出稼ぎなどで厚生年金に加入する人は国民年金の喪失手続きが必要になります。同様に出稼ぎから戻ったときは、厚生年金から国民年金に加入していただきます。また夫の健康保険の被扶養者となった妻は、夫が厚生年金に加入の期間は、保険料を個別に負担する必要のない第３号被保険者となりますので、変更の都度、届け出が必要になります。届け出はご家族の方でも結構ですが、下記のものをご準備のうえ、町民課年金係で行ってください。

届出に必要なもの
!年金手帳"印鑑#健康保険・厚生年金資格取得（喪失）証明書（会社で発行）または健康保険被保険者証
また健康保険証も「国民健康保険被保険者証」から「健康保険被保険者証」に切り替わりますので、次のものをお持ちになり町民課国保係で手続きをお願いします。

届出に必要なもの
!国民健康保険被保険者証"健康保険・厚生年金資格取得（喪失）証明書（会社で発行）または健康保険被保険者証
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１１月のカレンダー
日・曜日　小児救急　保健　一般
１　木　（宿直）川久保　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・遊具で遊ぼう】
２　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
◆紫波町芸術祭【展示部門４日まで】 ※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／細川博明さん
３　土　（宿直）医大　【休日当番医】足澤整形形成外科医院電話６７６－２５００
■文化の日
■インターネットアフター講座　ｉぼら主催。午前９時～午後４時。中央公民館事務室【４日まで】
■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
◆紫波町芸術祭【町民俳句大会】 ※記事参照
◆第２２回さざんか祭　※記事参照
４　日　（宿直）中央　【休日当番医】足澤放射線科医院電話６７６－３５５５
◆浪曲公演「銭形平次”雪の精“」ほか　野村胡堂・あらえびす記念館　※記事参照
第２２回紫波町家庭バレーボール大会　教育委員会主催。午前９時から総合体育館
５　月　（宿直）こども　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
６　火　（宿直）医大　ママ：２歳児歯科健診（平成１１年９月・１０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】
７　水　（宿直）日赤　◆美人の湯探訪ウォーク　※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／鈴木光子さん
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２２回紫波町バドミントンリーグ戦大会開始　体育協会主催。午後７時から総合体育館
第８回紫波町ソフトバレーボールリーグ戦大会開始　体育協会主催。午後７時から総合体育館

イベント・行事盛りだくさん
町の情報あれこれ

福祉に対するこ意見・ご提言を
地域福祉推進懇談会のご案内
社会福祉協議会では、地域の皆さんが福祉に対する正しい知識と理解を持ち、温かい心で助け合えるまちづくりのために、「地域福祉推進懇談会」を開催します。町内にお住まいの人ならだれでも参加できます。お近くの会場にお出かけください。

地域福祉推進懇談会の日程
日（１１月） 時間　場所
１１月１２日（月） 午後１：３０から　彦部公民館
１１月１６日（金） 午後１：３０から　古館公民館
１１月１９日（月） 午後１：３０から　水分公民館

「食が創るいのちのみらい」の
郷土料理研修会参加者募集
「食が創るいのちのみらい」のシリーズ第２回として、テレビや雑誌などでおなじみの日本料理「分とく山」店主、野崎洋光さんをお招ぎし、地元の食材を使った郷土料理研修会を開催します。参加者みんなで調理し、できあがった料理を、お話を交えながら味わいます。町内在住であればどなたでも参加できますので、ぜひお申込みください。

◆日時　１１月１７日（土）、午後３時３０分から
◆場所　ラ・フランス温泉館　交流プラザ紫波
◆募集人員　先着３０人
◆参加料　７，０００円
◆申込・問合せ　紫波みらい研究所事務局（企画課内）電話６７２－２１１１　内線３２４　有線０１－８８９１

紫波火葬場の駐車場が
変更になりました
火葬場を利用する際にこれまで隣接する高金寺の駐車場をお借りしていましたが、新たに駐車場が完成しました。場所は火葬場の北側、入口は町道星山大巻線からとなります。駐車可能台数は４０台です。ご不明な点は、生活環境課にご連絡ください。

◆問合せ　生活環境課環境保全係電話６７２－２１１１　内線１５５・１５６　有線０１－８９２１

ボーイ＆ガールスカウトの
団員募集の説明会
ボーイスカウト紫波第１団、ガールスカウト紫波第１１団では募集説明会を行います。（入団も随時受付中）

◆日時　１１月７日（水）、午後６時３０分～７時３０分
◆会場　中央公民館
◆入団資格　小学生と来年小学校に入学する児童の父兄
◆申込・問合せ　ボーイスカウト紫波１団　堀内利剛さん宅電話６７６－４３３５／ガールスカウト岩手１１団熊谷優子さん宅電話６７６－５５３５
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第８回紫波町ソフトバレーボールリーグ戦大会開始　体育協会主催。午後７時から総合体育館
８　木　（宿直）国立　ママ：乳児健診（平成１３年４月・７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・ぺたぺた製作】
９　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
◆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／水本禮子さん・菅原節子さん・多田恒夫さん
◆秋季火災予防運動【１５日まで】
第１９回紫波町ソフトテニスリーグ戦大会開始　体育協会主催。午後７時から総合体育館
１０　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
１１　日　（宿直）医大　【休日当番医】高宮消化器科内科医院電話６９７-７０３０
◆紫波町芸術祭【第１７回音楽祭合唱・合奏部門※記事参照
１２　月　（宿直）市立　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
◆地域福祉推進懇談会　※記事参照
第２５回紫波町バスケットボールリーグ戦大会開始　体育協会主催。午後７時から総合体育館
１３　火　（宿直）日赤　ママ：２歳６ヵ月児歯科健診（平成１１年３月・４月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター
かたくり号巡回　!コース
１４　水　（宿直）こども　ママ：１歳６ヶ月児健診（平成１２年３月・４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／福田惇さん
かたくり号巡回　"コース
１５　木　（宿直）国立　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・新聞紙で遊ぼう】
かたくり号巡回　#コース
１６　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
◆地域福祉推進懇談会　※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／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　体育協会主催。午後７時からサン・ビレッジ紫波
かたくり号巡回　$コース

◆日時　１１月１７日（土）、午後３時３０分から
◆場所　ラ・フランス温泉館　交流プラザ紫波

４３３５／ガールスカウト岩手１１団熊谷優子さん宅電話６７６-５５３５

まごころ・ありがとう
善意の窓

◆第２０回紫波町民チャリティーゴルフ大会実行委員会（諸岡俊雄実行委員長）は、１３万９０００円を町へ。
◆愛宕神社（晴山昭平責任役員総代表）は、アカマツ丸太５本（直径４０～５６センチメートル、長さ２メートル）を松食い虫被害による薫蒸木の有効活用のため町へ。
◆日詰小学校ＰＴＡ（諸岡勝正会長）は、ピンスポットライト１台とウサギ小屋１棟を目詰小学校へ。

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

子育て支援の講演会
日詰幼稚園では子育て支援講演会を開きます。講師は東京成徳短期大学助教授で全国子どもと言葉研究会代表の今井和子さん。参加自由ですので、ぜひどうぞ。

◆日時　１１月３０日（金）午前１０時から
◆会場　日詰幼稚園（無料）
◆テーマ　「子どもの自立を支える親に」～父親・母親の役割～
◆問合せ　日詰幼稚園電話６７２－２５４２

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]---------------------

レッツエンジョイ　エアロビクス　体育協会主催。午後７時からサン・ビレッジ紫波
かたくり号巡回　$コース
１７　土　（日直）日赤（宿直）日赤　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／パパママ教室・胎教コンサート　※申込は保健センターまで
■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
◆食が創るいのちのみらい　シリーズ２　※記事参照
◆火災防御訓練※記事参照
◆あらえびすレコードコンサート　野村胡堂・あらえびす記念館　※記事参照
ママ：パパママランド　午前１０時～１１時３０分に総合体育館で【保育所合同のうんどう遊び※社会体育実技指導員の佐藤淳子さんが指導。歩ける子どもならだれでも参加できます】
ママ：おはなしの森　午後１時３０分～３時３０分、水分公民館（絵本や本の貸し出し、おはなし会など）
１８　日　（宿直）医大　【休日当番医】渡辺内科医院電話６７２－３６６７
◆紫波町芸術祭【舞台部門】 ※記事参照
平成１３年度紫波町スポーツ少年団運動適正テスト　体育協会主催。午前９時から総合体育館
１９　月　（宿直）中央　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
◆地域福祉推進懇談会　※記事参照
かたくり号巡回　%コース
２０　火　（宿直）こども　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】
２１　水　（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
◆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
２２　木　（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：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・新聞紙で遊ぼう】
２３　金　（宿直）医大　【休日当番医】加藤内科医院電話６７２－３６９９
■勤労感謝の日
◆紫波町芸術祭【小中学校作品展２５日まで】 ※記事参照
紫波稗貫郡下綱引き大会　町綱引き協会主催。午前９時から総合体育館

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

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

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）

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
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２４　土　（日直）中央（宿直）中央
２５　日　（宿直）日赤　【休日当番医】徳永整形外科電話６９７－１１０１　◆岩手芸術祭移動公演ギター部門「ギター音楽のひととき」 野村胡堂・あらえびす記念館　※記事参照
２６　月　（宿直）こども　◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
２７　火　（宿直）川久保　◆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：カルーソー　オペラアリア集　冷たい手を、星はきらめきなど／ＬＰの部：ヴェルディ「椿姫」より第１幕【ムーティ／ミラノ・スカラ座】「アイーダ」より第２幕第２場【レヴィアン／メトロポリタン歌劇場】コーヒー代として１００円
２８　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
２９　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【全児対象※園庭遊び。雨天時中止】
３０　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／多田友夫さん
◆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」（最終日）

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．ｓｈｉｗａｓｈｏ．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
１２月中旬までの休日当番医
（以降は次号お知らせ版参照）
２日　寺井こどもクリニック　電話６９８－２２０２
９日　川守田医院　電話６７６－５５５３
１６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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－[End of Page １]－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


