
町内の求人情報
●１０月１６日から１１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：盛岡職安恩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
■熊谷歯科医院：上平沢＝歯科助手・受付・１８～３０／１人／１１０，０００～１５０，０００／９０８９８１１
■（株）モリカ：平沢＝大型乗務員不問／１人／２７６，０００～３２６，０００／９０６０１１１
■大崎運輸（有）盛岡営業所：上平沢＝４トン雑貨便運転手／４０以下／３人／２５０，０００～２７０，０００／８９２４５１１　一般事務員（管理職候補）／不問／１人／２００，０００～３００，０００／８９２５４１１　夜勤事務員／３０～５５／１人／１５０，０００～２００，０００／８３１９４１１
■エムエス工業（有）：東長岡＝作業員／１８～２５／３人／１７０，０００～２５０，０００／８９４７１１１
■大昭運輸（株）：犬渕＝普通自動車運転手不問／２人／１５９，１００～２０３，３００／８８０６６１１　大型運転手／不問／３人／２２４，１００～４２９，０００／８８０７９１１
■岩手保育園：大巻二保育士（見習い）不問／２人／１２０，０００／８７１２５１１
■社団医療法人法成会老人保健施設白鷺：犬渕＝准・看護婦（士）／１８～５５／３人／２００，０００～２５０，０００／８６４８８１１　介護職／２０～６５／５人／１０７，３００／８６７９９１１
■（有）山田左官工業：北田＝左官工／不問／１人／２００，０００～３００，０００／８６７６０１１
■（有）紫波技建：片寄＝左官工・タイル工（見習い）１８～３０／１人／１５０，０００～２００，０００／８５８９３１１
■（合）富岡鉄工所：桜町＝配管工および見習い／１８～４０／１人／１５０，０００～２５０，０００／８５９２８１１
■三光運輸（株）：犬渕＝大型トラック運転手／２５～４０／３人／１６０，０００～３００，０００／８６２１１１１
■カットハウスＫＡ・ＳＵ・Ｍｌ：高水寺＝美容師／２４～４０／１人／１５０，０００～２５０，０００／８３５８７１１
■（有）カークラフト大坪：草刈＝板金塗装工（見習い可）／１８～２５／１人／１３３，０００～２２３，０００／８１０６９１１
■はこざき脳神経外科クリニック：桜町＝医療事務／不問／１人／時給６５０～７５０／８２４１３１１

もりおか就職面接会
対象者：平成１４年３月大学・短大・専修学校など卒業予定者
開催日時：平成１４年１月１５日（火）、午後１：００～４：００
開催会場：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング４階
申込期限：平成１３年１２月２０日（木）
申込・問合せ＝盛岡公共職業安定所・学卒求人　担当電話６５１－８８１１　内線７３５

人口の動き
平成１３年１０月３１日現在（前月比）

人口　３４，１７２人（＋４８人）
男　１６，３８７人（＋１５人）
女　１７，７８５人（＋３３人）
世帯　９，８０７世帯（＋２８世帯）

１年前は（今年との差：増分）
人口　３３，８３９人（３３３人）
男　１６，２１７人（１７０人）
女　１７，６２２人（１６３人）
世帯　９，６１３世帯（１９４世帯）

慶弔コーナー
平成１３年１０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。
氏名（住所）届出人
太川代歩柚（日詰）浩明
太川代茉柚（日詰）浩明
菅野光雅（日詰西）史樹
遠藤瑠南（平沢）和隆
高橋華凛（日詰）勇次
五十嵐海里（東長岡）武蔵
藤島瑞希（平沢）英夫
及川亜美（二日町）和彦
吉田千紘（二日町）誉志
近谷佳純（日詰）義則
西郷日菜（高水寺）透
堀江星菜（高水寺）誠治
高橋明（南日詰）恵治
佐藤舞奈（高水芋）鉄
藤原知輝（佐比内）正喜
藤尾咲弥香（二日町）幸信
鷹觜拓海（上平沢）恒典
神農流月（日詰）元博
太田代海音（大巻）健二
阿部なつみ（二日町）洋光
高橋くるみ（南日詰）靖勝
伊藤弘希（船久保）英弘
小田中茉那（上平沢）正彦
坂本力（吉水）雅茂
山内蒼太（日詰西）優
星川綾美（ニ日町）孝志
田村真那（小屋敷）政浩
荒野栞奈（高水寺）浩志
佐々木美渡（北日詰）学
菅原こだま（日詰）忠志
中田有咲（片寄）次郎

ご結婚おめでとう
氏名　住所
吉田徳孝（西日詰）
佐藤由美（盛岡市）

紀室一男（二日町）
吉田友子（矢巾町）

森川高博（東長岡）
星川利佳（二日町）

阿邊隆浩（千葉県）
松田純子（犬渕）

福田千幸（桜町）
山口幸子（桜町）

渡辺剛（矢巾町）
藤原八枝子（北沢）

三上健太朗（高水寺）
中坪宏美（矢巾町）

菅原良知（南伝法寺）
上山由加理（盛岡市）

石郷岡潤（犬吠森）
菊池彩子（東和町）

奥村俊己（彦部）
佐藤亜矢子（彦部）

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　住所
佐藤秋子　８８（中島）
金澤イト　９３（上平沢）
浅沼コト子　７７（東長岡）
藤沼静江　　７１（北日詰）
作山美佐　６０（大巻）
佐々木キヨ　８５（船久保）
高橋收昭　６６（北日詰）
浦田勝三　７４（土舘）
長井キチヤ　９５（北日詰）
阿部芳五郎　９０（犬吠森）
花篭キミ　８３（彦部）
高橋文太郎　７６（佐比内）
五日市專一７２（二日町）
荒野まどか　３６（高水寺）
畠山勇　８７（日詰）
橋本幸男　６７（彦部）
阿部健吉　８１（大巻）
佐藤美智　７１（平沢）
細川末夫　８５（高水寺）
高橋ヨシ　８５（桜町）
作山ミサ子　７７（星山）

●献血ありがとう●
全血献血【１０月９日】
紫波消防署　２００ｍｌ　１人　４００ｍｌ　１０人
フルーツたもり日詰店　２００ｍｌ　１人　４００ｍｌ　４人
岩手畜産流通センター　２００ｍｌ　１人　４００ｍｌ　９人
朝日電機工業　２００ｍｌ　３人　４００ｍｌ　１１人
成分献血【１０月２４日】
紫波町役場　２２人
※この期間で６４人中２人が不適でした。健康には十分ご注意を！

●献血にご協力を●
全血献血【１２月１７日（月）】
ＪＡいわて中央水分支所　午前９：３０～午前１０：４５
丸の内工芸　正午～午後１：００
役場分庁舎　午後１：３０～午後２：３０
マックスバリュー紫波店　午後３：００～午後４：３０

成分献血【１２月２５日（火）】
保健センター　午前９：００～午後３：００

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
体ぽかぽか心ほかほか
かぜ予防対策万全ですか？
日々、寒さが増してくる季節となりました。外が寒いからといって
、家の中に閉じこもって、服を何枚も重ね着していませんか？
体の芯からあったかくなる食べ物で冬の寒さにも負けない体を作りましょう！
重ね着する前に食べ物で体を温かに…
１．体を温める食品を食べましょう！
ニラ…カロチンが多いので免疫機能・整腸作用・血行促進
に良好／ニンニク…ビタミンＢ・Ｃが豊富でスタミナ増
強・疲労回復に効果的／ラッキョウ…特有のにおいの成
分が血行促進／カボチャ…カロチンやビタミンＣ、食物
繊維が豊富／パセリ…ニンジン並みの力ロテンが含まれ
るので、免疫機能が向上
２．調理方法によっても違いがあり！
炒め物・揚げ物をもっと利用しましょう。（蒸し物・焼き物
より効果あり）
３．温かい料理を温かく食べるひと工夫
!ネギ・ショウガ・もみじおろし（ダイコン＋唐辛子）
は新陳代謝を活発にします。
"鍋物は、熱を血液で体内に運び、体を温めます。
#かたくり粉のトロミは、熱を閉じ込め、温かさが長
持ちします。
$焼いたり、いためたりするときのニンニクは、ホル
モンを刺激し、血中コレステロールを下げ、血行をよく
します。
%スープや汁物の仕上げにバターやゴマ油、ラー油
を加えると、油の温度を急上昇させ温かさを保ちます。
基本は、朝・昼・夜しっかり食べ、食事にちょっと工夫
をすることです。いろんな食品を組み合わせて、これか
らの冬を元気に過ごしましょう。

職場でのトラブル解決をお手伝いします
労働問題相談会のお知らせ

町では賃金の不払い、労働時間の変更、突然の解雇、セクハラなど労働に関する相談会を開
きます。当日は岩手労働局の総合労働相談員や盛岡地方振興局の地域雇用相談員が皆さんの
ご相談をお受けします。だれでも無料で相談が受けられますので、どうぞお気軽にご来場ください。
【日時】１２月７日（金）、午後２：００～８：００／８日（土）、午前９：００～正午
【場所】商工会館２階会議室
【問合せ】企画課商工労政係　電話６７２－２１１１　内線３２６　有線０１－８８９１

まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選　雲海の切れ目に見えてあきらけく津軽海峡秋の日に照る　（日詰）涌沢冨美
評　機上にあって見おろす雲海、その切れ間から津軽海峡があざやかに秋の日に
照っている様子が過不足なく表されてこころよい。
秀逸　リウマチに常苦しみし亡き母の熊手のごとき指を忘れず（日詰）高橋照
評　亡くなられたお母さんが常々リウマチの痛む手で働いてくれた姿をいま
だに忘れられない作者の思いが伝わってくる。内容深い。
佳作　入院の日々数へつつ幾十日多くの人のぬくもりに触る　（大巻）八重嶋アイ子
佳作　おほよその稲刈りあげしこのタベこころ安らぎ食のはかどる（遠山）山田長耕
佳作　いつの日か稲田に変る日を思ひ休耕田の刈を燃す（上平沢）浅沼久夫
俳句【吉田一路・選】
秀逸　落葉焚き戦火に明け暮る民や今（佐比内）高橋順子
評　落葉を焚きながら、アフガニスタンの戦火に喘ぐ人々を思いやる。
佳作　落葉焚美しきコーラス聖歌の地（平沢）藤尾艶子
佳作　落葉焚く人影ミレーの絵のごとく（東長岡）稲垣恵香
入選　落葉焚き匂ひ纏ひし夕支度（上平沢）斎藤静子
入選　つり橋のほどよき揺れや落葉舞ふ（中島）大原秀子
入選　消えしかとまた燃え上る落葉焚（犬吠森）加藤アイ
入選　落葉焚き風に煙の向き変わり（南伝法寺）兼平よしえ
入選　落葉焚高き火花やなに爆ぜて（南伝法寺）熊谷やえの
入選　掃く音と落葉焚く音重なりて（上平沢）城戸美江子
入選　錦絵の山並み燻し落葉焚き（犬吠森）沢田考子
入選　四方暮れて落葉焚く火の二つ三つ（佐比内）石杜ナヲ
入選　落葉焚きいつの間にやら人集ふ（星山）作山真子
題　１２月＝熱燗　１月＝初旅
川柳【熊谷岳朗・選】
特選　こだわりを知ってて漢字もの言わぬ（南伝法寺）細川清一
評　漢字の意味深さを思った。
秀逸　組み立てた漢字に思い深くする（片寄）畠山勇子
秀逸　流行り歌漢字も次第に忘れられ（佐比内）藤井正志
秀逸　寄り添った漢字は何故か固く見え（上平沢）生内アイ子
佳作　亡母の文漢字はないが愛がある（片寄）畠山ヤイコ
佳作　難しい漢字がカナに化けている（日詰）内川茂子
佳作　漢字とや嘘字あっても読めている（北日詰）北見城山
佳作　孝ならず戒名の峰虹かかる（日詰）畠山軍子
佳作　子の名前父母の思いの漢字決め（片寄）畠山聡
佳作　直筆の漢字いとしい年賀状（星山）半田浩美
佳作　正字体誤字覚えずと辞典引く（日詰）脇坂イク子
題　１２月＝困る　１月＝お神籤

あなたの作品をお寄せください。前月末までにハガキで企画課広報担当まで。

紫波ネットお知らせ版　平成１３年　１２月号　【Ｎｏ．５８８】
「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

日詰商店街にお休みどころオープン
街の駅「なんバザ・ホール」
日詰商店街に新たに「なんバザ・ホール」がオープンしました。
これは日詰商店会が企画・運営するお休みどころで、商店街の
商品や町内の農産物、加工品などのお買い物を楽しみながら、
休憩できる場所で、商店街を訪れるだれもが利用できる憩いの場です。

商店会のお母さんがお待ちしています
場所は日詰商店街の「元キャメル
マートひらちょう」の建物です。開
催期間は、２月までの３ヵ月間で
店内には４０人が休憩できるいすと
テーブルが用意されています。休
憩所内には「ふれあいかっちゃん広
場」も開設し、商店街の惣菜や団子、
１３年目を迎えた紫波町生活研究グ
ループ、アグリレディース協議会
（戸塚和子会長）の野菜や加工品の
販売が行われます。
またなんバザ・ホール前は、すこ
やか号の停留所にもなりますので、
バスを利用される皆さんには暖か
い部屋で待つことができるようにな
りました。このほか休憩所内を利用
して、趣味グループの作品展示や、
設置してあるパソコンでのインター
ネット体験もできます。商店会のイ
ベントも計画しています。
商店街にできた、ホットでに
ぎやかな街の駅「なんバザ・ホー
ル」に１度寄ってみませんか。
【問合せ】日詰商店会（野村晋会長） 電話６７２－２３０４

なんバザ・ホールの開設日
【期間】２月２１日（木）まで（１月２・３日は除く）
【曜日】毎週水曜・木曜
【時間】午前９：００～午後３：００

街の駅「なんバザ・ホール」のオープン記念特別企画として１１月１７日、
先着記念サービスや商店会のうまいもの市、アグリレディースのふれあい
かっちゃん広場、稲藤「一のそば」などにぎやかに開催され、約８５０人
が来場し、大いににぎわいました

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
１２月１日（土）午後６時～
箏・尺八ｄｅチャリティコンサート
紫波竹風会主催のコンサートです。
※入場無料ですが、チャリティーにご協力ください。
１２月１６日（日）午後２時～
子供のためのクリスマスコンサート
【曲目】クリスマスソングメドレー、クラリネットこわしちゃった、ドレミの歌ほか
【出演】菊池優子（チェロ）、菊池得子（ピアノ）、
亀谷由美子（ヴァイオリン）、田中勝徳（クラリネット）ほかの皆さん
【入場料】高校生以下無料
大人は、通常入館料をいただきます。
※子どもたちには、プレゼントがあります。
１２月１８日（火）午後６時３０分～
あらえびすレコードコンサー卜
【ＳＰの部】バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ」メニューヒン
【ＬＤの部】モーツァルト　レクイエム
『モーツァルト没後２００年演奏会』から　ショルティ／ウィーンフィル
※今回は、ケーキが付きますので、２００円のご負担をいただきます。

近づいてきました
保育所・児童館の申込受付

平成１４年度の保育所と児童館の入所申込がはじまります。
いずれも申込後の面接日の通知などは行いませんので、
忘れずにお出かけください。
※保育所・児童館の入所申込書は１２月３日（月）から生活
環境課福祉係か各保育所・児童館で配付します
【問合せ】生活環境課福祉係　電話６７２－２１１１　内線１５７
有線０１－８９２１
※面接について面接日は改めて通知しませんので忘れず
にお出かけください。連絡のない欠席は申し込み取り下げ
とみなします

児童館の入所について
◆申込受付　平成１３年１２月１７日（月）～平成１４年１月１５日（火）
◆受付場所　生活環境課福祉係か各児童館
◆必要な書類　申込書（１人の子どもにつき１枚）
※継続の場合も１年ごとの更新ですので、再度申し込みをお願いします

保育所の入所について
◆申込受付　平成１３年１２月１７日（月）～平成１４年１月１５日（火）
◆受付場所　生活環境課福祉係か各保育所
◆必要な書類　申込書【１人の子どもにつき１枚】／
就労証明書【勤務先の証明】父・母（用紙の後ろに平成
１３年分の源泉徴収票コピーを張り付け）、６５歳未満の
祖父母（源泉徴収票は不要）／調査書【農業・自営の場合】
父・母・６５歳未満の祖父母
町内の保育所
施設名　定員　住所　連絡先　面接日
中央保育所　１２０人　二日町字山子　電話６７２－３６８０　有線０１－８９６３
平成１４年２月２日（土）、午前９：００～１１：００
古館保育所　１２０人　高水寺字土手　電話６７６－６０４８　有線０１－２１０４
平成１４年２月２日（土）、午後１：３０～３：３０
志和保育所　４５人　上平沢字南馬場　電話６７３－７６０９　有線０３－５３０３
平成１４年２月５日（火）、午後２：００～３：００
片寄保育所　４５人　片寄字野崎　電話６７３－７３０７　有線０３－５３３２
平成１４年２月６日（水）、午後２：００～３：００
佐比内保育所　４５人　佐比内字舘前　電話６７４－２２０２　有線０５－７０２３
平成１４年２月７日（木）、午後２：００～３：００

町内の児童館
施設名　住所　連絡先　面接日
水分児童館　吉水字中村　電話６７３－７２３４　有線０２－３５２０
平成１４年２月６日（水）、午後１：３０～３：００
彦部児童館　彦部字暮坪　電話６７６－２３５５　有線０１－６６５０
平成１４年２月６日（水）、午後１：３０～３：００
赤沢児童館　赤沢字駒場　電話６７２－３２９４　有線０６－７９５１
平成１４年２月７日（木）、午後１：３０～３：００
長岡児童館　東長岡字細工田　電話６７２－３５９４　有線０７－８２２１
平成１４年２月７日（木）、午後１：３０～３：００

平成１４年４月から国民年金の取り扱いが一部変わります
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
国民年金法の改正と地方分権一括法の施行により、来年４月から
国民年金の制度と事務の一部が変更されます。主な変更点は次のとおりです。

１　国民年金保険料の納付先が、町から国（社会保険庁）
に変更され、保険料の納付案内書が社会保険庁から送付されます。
※納付書で納めている人
平成１４年４月からは「社会保険庁の発行する納付書」で
お近くの金融機関や郵便局などで納めてください。
※口座振替をこ利用いただいている人
口座振替を利用されている人は、振込先が社会保険庁に
変更になります。手続きは社会保険庁で行いますのでご了承
ください。
※組織納付で納入している人
平成１４年４月からは組織納付はなくなります。これまで
組織納付を利用していた人には直接、お知らせしますが、
納付書で納付するか、口座からの振替納付をすることにな
ります。
２　第３号被保険者（会社員、公務員に扶養されている
妻または夫）の届け出は配偶者の勤務先を通じて、事
業主などが社会保険庁に届け出ることになります。



１２月のカレンダー
１日　土曜日　小児救急（日直）日赤（宿直）日赤　一般◆箏・尺八ｄｅチャリティコンサート野村胡堂・あらえびす記念館　※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
２日　日曜日　小児救急（宿直）医大　保健【休日当番医】寺井こどもクリニック　電話６９８－２２０２　一般・第１４回紫波町卓球大会体育協会主催。午前９時から総合体育館　・第８回紫波町スポーツ少年団卓球大会体育協会主催。午前９時から総合体育館
３日　月曜日　小児救急（宿直）こども　一般◆窓口業務延長午後７時まで。町民課、税務課
４日　火曜日　小児救急（宿直）中央　一般・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・情報交換　～離乳食はどうしてる？～】
５日　水曜日　小児救急（宿直）市立　一般・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　・ママ　ハッピーママさんこんにちは午前９時３０分～１１時に中央・古館保育所を開放　◆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
６日　木曜日　小児救急（宿直）川久保　一般・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・ボールで遊ぼう】
７日　金曜日　小児救急（宿直）日赤　保健・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　一般◆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　◆労働問題相談会（８日も開催）※記事参照

イベント・行事盛りだくさん　町の情報あれこれ
ラ・フランス温泉館・湯楽々・果里ん亭でイベント開催
ラ・フランス温泉館と湯楽々、レストラン果里ん亭では、
クリスマスから年末年始にかけて、さまざまなイベントを
開催します。この機会にぜひご利用ください。
【クリスマスイベント】
◆サンタクロース登場イベント（ラ・フランス温泉館と湯楽々）
１２月２日、９日、１６日の日曜と１２月２２日（土）～２５日（火）
にサンタクロースが登場し、子どもたちにプレゼントを渡します。
時間は午後２時～８時の間の２回です。
◆ラ・フランス温泉館プール券プレゼント（レストラン果里ん亭）
１２月１日（土）～２５日（火）にレストラン果里ん亭で食事をした
子どもたちにラ・フランス温泉館のプール１回券をプレゼントします。
【年末年始イベント】
◆ニューイヤー・オールナイト営業（ラ・フランス温泉館）
１２月３１日（月）～１月１日（火）は終日営業になり、
次のようなイベントも開催されます。
●年越しそば販売
３１日、午後１０時～０時までレストランで
●鏡開きとふるまい酒
１日、午前０時から大広間で（子どもたちにはラ・フランスジュース）
●紅白もちプレゼント
１日午前０時からフロントで（先着５００個）

多重債務などが相談できるくらしの地域相談会開催
町ではサラ金、クレジットなどによる多重債務に関する
相談会を開きます。当日は専門の信用生協相談員
が皆さんのこ相談をお受けしますので安心してこ来場ください。
なお電話であらかじめご予約ください。
◆日時　１月２１日（月）、午後２時～７時
◆場所　総合福祉センター２階
◆申込・問合せ　企画課商工労政係
電話６７２－２１１１　内線３２６
有線　０１－８８９１

来春中学校卒業の人を対象に自衛隊生徒を募集
自衛隊岩手地方連絡部では、来春卒業の中学生男子を対象に、
陸海空自衛隊生徒を募集します。
試験に合格した人は「特別職国家公務員」となり、給与・年金
などの生活基盤の保証がされます。また生徒教育３年修了時には、
高等学校卒業資格を取得できます。
◆対象　平成１４年４月１日現在、１５歳以上１７歳未満の男子
で中学校卒業者
◆受付期間　平成１４年１月４日（金）まで
◆試験　１次・平成１４年１月６日（日）
／２次・１月１９日～２２日
◆問合せ　自衛隊岩手地方連絡部
電話６２３－３２３６

子どもから大人まで楽しめる手作りフェスティバル開催

７日　金曜日　（宿直）日赤　保健・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　一般◆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　◆労働問題相談会（８日も開催）※記事参照
８日　土曜日　小児救急（日直）こども（宿直）こども　一般■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、志和公民館（絵本や本の貸し出し、おはなし会など）
９日　日曜日　小児救急（宿直）医大　【休日当番医】川守田医院　電話６７６－５５５３
１０日　月曜日　小児救急（宿直）中央　一般・ママ　マタニティ教室　午後１時３０分～午後４時まで保健センター／妊娠中に大切なこと※申込は保健センターまで　一般　◆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日　火曜日　小児救急（宿直）国立　保健・ママ　１歳児歯科健診（平成１２年１０月・１１月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター　一般　かたくり号巡回　"コース
１２日　水曜日　小児救急（宿直）医大　保健・ママ　３歳６ヵ月児健診（平成１０年６月・７月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター　一般◆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
１３日　木曜日　小児救急（宿直）日赤　保健・ママ　乳児健診（平成１３年５月・８月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター　一般　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・リースを作ろう】 かたくり号巡回　$コース
１４日　金曜日　小児救急（宿直）川久保　保健・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　一般　◆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　◆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／武田サツ子さん・工藤ムツさん・藤原美喜子さん　・かたくり号巡回　%コース
１５日　土曜日　小児救急（日直）医大（宿直）医大　一般　■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・クリスマス会　午前１０時～１１時３０分に古館保育所で【手作りおもちゃのプレゼントや手作り楽器での演奏など。１２月６日までに子育て支援センターに予約が必要です】

５００個）
●もちつきともちふるまい
１日、午前１０時からロビーで
●甘酒ふるまい
１日、午前１１時から、２日と３日は午前１０時からロビーで
※１２月２８日～１月６日はラ・フランス温泉館レストラン
を利用した人にお年玉抽選券を配布します。
◆申込・問合せ　ラ・フランス温泉館と湯楽々
電話６７３－８５５５　有線０２－３９０８
レストラン果里ん亭　電話６７１－１３００

多重債務などが相談できるくらしの地域相談会開催
町ではサラ金、クレジットなどによる多重債務に関する
相談会を開きます。当日は専門の信用生協相談員

子どもから大人まで楽しめる手作りフェスティバル開催
インターネットや教室などを通じて手作りが大好きな人の
ネットワークを作っているサークル・ビビットライフでは
「手作りフェスティバル」を開催します。メンバー１５人
のほか、佐比内公民館、牡丹野女性部など１００人以上が
参加して、作品の展示、販売、体験が行われます。
◆日時　１２月２日（日）、午前１０時～午後５時
◆場所　盛岡南ショッピングセンター　ナックスホール
◆問合せ　ビビットライフ事務局（川村さん携帯）
電話　０９０－１４９７－２２３１

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。

１６日　日曜日　小児救急　（宿直）中央　保健　【休日当番医】八木クリニック　電話６３９－８７２２
一般　◆子供のためのクリスマスコンサート　野村胡堂・あらえびす記念館　※記事参照　第２４回地区対抗バレーボール大会　体育協会主催。午前９時から総合体育館
１７日　月曜日　小児救急　（宿直）こども　一般　◆窓口業務延長午後７時まで。町民課、税務課
１８日　火曜日　小児救急　（宿直）国立　一般　◆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　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・リースを作ろう】
１９日　水曜日　小児救急　（宿直）日赤　一般　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　ママ　ハッピーママさんこんにちは　午前９時３０分～１１時に中央・古館保育所を開放　◆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
２０日　木曜日　小児救急　（宿直）医大　保健　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　一般　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歳以上・リースを作ろう】
２１日　金曜日　小児救急　（宿直）こども　保健　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　一般　◆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
２２日　土曜日　小児救急　（日直）中央（宿直）中央　一般　■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
２３日　日曜日　小児救急　（日直）日赤（宿直）日赤　保健　【休日当番医】平井医院　電話６７２－３２００　一般　天皇誕生日
２４日　月曜日　小児救急　（宿直）医大　保健　【休日当番医】紫波皮フ科医院　電話６７２－５１３４　一般　振替休日／クリスマス・イブ

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

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

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

２５日　火曜日　小児救急　（宿直）市立　一般　◆窓口業務延長午後７時まで。町民課、税務課
２６日　水曜日　小児救急　（宿直）医大　一般　◆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
２７日　木曜日　小児救急　（宿直）こども
２８日　金曜日　小児救急　（宿直）日赤　保健　・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
２９日　土曜日　小児救急　（日直）医大（宿直）医大　保健　【休日当番医】たがね小児科医院　電話６７２－２７５３
３０日　日曜日　小児救急　（宿直）中央　保健　【休日当番医】はこざき脳神経外科クリニック電話６７１－１５１６
３１日　月曜日　小児救急　（宿直）国立　保健　【休日当番医】三愛病院付属矢巾クリニック　電話６９７－１１３１

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

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
日付　医療機関名　電話
１月上旬までの休日当番医（以降は次号お知らせ版参照）
１日　角田内科医院　電話６７２－２０５０
２日　南昌病院　電話６９７－５２１１
３日　加藤肛門科・外科クリニック　電話６７１－１７１７
６日　成田内科胃腸科医院　電話６９８－１２１２

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

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


