
保健センターだより
長寿健康課保健係　電話６７２－４５２２　有線０１－８９９１

春一番、今年は体を動かしてみませんか
運動を行うことは、健康のために良いことです。でも、運動といえば、激しいスポーツと考えていませんか。家の中で軽体操を行うことも運動です。
そして、毎日の生活の中でちょっとした工夫を図ることで、自分の健康づくりを実践できます。さあ、あなたも今日からすぐできる春一番、健康運動プログラムです。

１　背筋を伸ばし、姿勢を良くすること
２　毎日、習慣的に深呼吸をすること
３　家の中でも外でも、少しでも歩くこと
４　家の中では、軽い体操をすること
５　今年は思い切ってウォーキング（歩行）を習慣に

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

４月からの国民年金手続の変更点（おさらい）
現在、満２０才以上６０歳未満で、厚生年金保険や公務員などの共済組合に加入していない人は、国民年金への加入手続きが必要になります。また学生が就職して厚生年金に加入したり、厚生年金に加入していた人が６０才前に退職した場合なども、届出が必要です。これらの届出はご家族でも手続きができますので、ご本人の都合がつかない場合は資格異動のあった日付の確認できる証明書や年金手帳・認印をご持参のうえ、手続きをお願いします。
!国民年金保険料の納付先の変更
４月からは、社会保険庁の発行する納付書で国への直接納付になります。（口座振替を利用している人は、そのまま引き落とされます）平成１３年度分（３月分まで）の納付書は４月３０日を過ぎると使用できなくなりますので、お早めに納付してください。

"第３号被保険者の届け出先の変更
４月からは、配偶者の勤務先を通じて管轄の社会保険事務所へ届け出ることになります。年金の請求も第３号の期間のある人は社会保険事務所になります。現在、すでに年金を受けている人の手続きに変更はありません。

#国民年金保険料の免除
全額免除の制度に加え、前年の所得が一定以下の場合は半額免除の申請もできます。ただし、半額免除は、残る半分の保険料を納付することが前提で、もし納付しなかった場合は未納と同じ扱いとなります。なお免除の判定基準は、本人と配偶者のほか、世帯主の前年の所得により判定されます。
学生納付特例の制度は、対象となる学生の範囲が拡大され、これまで対象とならなかった、夜間部や定時制課程、通信制課程の場合も対象となります。

まちのぶんげい
短歌【菅原照子・選】
特選　台湾のバナナ食むとき戦前のわが店内のその香を思ふ
（日詰）高橋　　照
評　台湾のバナナを食べながら、作者は戦前、自分の家で果菜を商っていた時の香を思い出し、作品にしたものであり、そこには深い思いが漂っている。
秀逸　しまひ置く受診カードの見当らずひと日探してほとほと疲る
（上平沢）松本トモエ
評　暫く病院に行くこともなく過ぎていたであろう作者。受診カードを入れておいたと思ったところになく、探しあぐねている様子をうまく捉えている。
佳作　冬山に兎を追ひゐし人々の喊声思ふ雪山見れば
（犬吠森）加藤　アイ
佳作　雪の上に林檎の剪定しつつゐて人が見るほど寒くはあらず
（遠山）山田　長耕
佳作　山裾の橋のたもとの猫柳ながれの音を日毎聞きゐる
（上平沢）浅沼　久夫

俳句【吉田一路・選】
秀逸　雛祭むかし塩道宿場町権化塔山ふところの雛祭
（赤沢）吉田　耕人
評　昔から伝わる山あいの町の雛祭を詠む。歴史的背景の用語の使い方がよい。
佳作　灯点せば雛いっせいに澄まし顔
（東長岡）稲垣　恵香
佳作　アフガンの孤児想ひをり雛祭
（中島）大原　秀子
入選　姉妹たもと気にして雛まつり
（上平沢）城戸美江子
入選　凛として紅の口許享保雛
（上平沢）斎藤　静子
入選　段ごとに螺鈿の光り雛の宿
（南伝法寺）熊谷やえの
人選　片言の三つ四つ五つ雛祭り
（平沢）藤尾　艶子
人選　高砂のじさまばさまも雛の壇
（佐比内）石杜　ナヲ
人選　土雛も一役買ひし雛祭
（佐比内）高橋　順子
人選　病院の体育館に雛飾る
（犬渕）一戸　一秀
人選　孫遠く老友招き雛祭り
（犬吠森）加藤　アイ
題　四月＝下萌　五月＝春耕（耕し）

川柳【熊谷岳朗・選】
特選　不況下に五人ばやしも浮かぬ顔
（日詰）脇坂イク子
評　不況と五人囃子なるほど。
秀逸　春陽に三者三様雛の顔
（南伝法寺）高橋　スミ
秀逸　娘等よりも母が気づかう雛祭
（上平沢）生内アイ子
秀逸　雛祭り子は嫁がせて翁だけ
（東長岡）七木田弥生
佳作　古雛に想い巡らす老い二人
（南伝法寺）細川　清一
佳作　初孫の誕生うれしひなまつり
（片寄）島山ヤイコ
佳作　ふるさとが見えてきました雛祭り
（北日詰）北見　城山
佳作　ひな段に誰かと上る夢を見る
（片寄）畠山　勇子
佳作　また一歩亡母に近づくひな饅頭
（日詰）葛岡ヒデ子
佳作　雛壇に上げたいような可愛い娘
（片寄）畠山　　聡
佳作　雛祭り嫁ぐ日までが主役です
（北日詰）鎌田都美子
題　四月＝人事　五月＝お茶

あなたの作品をハガキで企画課広報担当までお寄せください。４月題の作品の締切は３月末日です。
---------------------[End of Page 1]---------------------

慶弔コーナー
平成１４年２月１日から２８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。

ご誕生おめでとう
氏名　（住所） 届出人
野村　美海　（中島） 順一
杉山　　周　（赤沢） 弦
佐々木拓磨　（日詰） 秀二
佐藤　梨華　（宮手） 友泰
水本万梨恵　（高水寺） 健一
大山　冴姫　（南伝法寺） 吉晴
佐藤　唯花　（中島） 賢一
八重畑勇貴斗　（山屋） 光弘
八重樫　葵　（稲藤） 嘉
朝川　柊真　（平沢） 裕美
葛西　怜美　（平沢） 孝紀
長谷川奈央　（日詰） 諭
細川渓太朗　（西長岡） 哲
藤原　春香　（赤沢） 寿樹
伊藤　叶遥　（桜町） 孝之

ご結婚おめでとう
氏名　（住所）
高橋　　忍　（中島）
佐藤真由美　（盛岡市）
佐々木友徳　（赤沢）
小林　史子　（秋田県）
佐藤　大介　（中島）
橋本千恵子　（野田村）

おくやみ申し上げます
氏名　年齢　（住所）
生内　久允　７５　（升沢）
佐々木アキ　９２　（栃内）
中村　リヨ　９２　（遠山）
富山　トミ　９５　（赤沢）
高橋　　忠　７０　（桜町）
澤田　友次　８８　（桜町）
中島　しず　７８　（北日詰）
佐々木和藏　７４　（二日町）
阿部　ヤス　９５　（西長岡）
小田中ミエ　７７　（稲藤）
高橋　貞子　７２　（南日詰）
柳澤　留男　８７　（桜町）
細川　サノ　８１　（高水寺）
阿部久之進　５４　（片寄）
川村サクラ　７８　（彦部）
熊谷忠三郎　８４　（桜町）
本間　妙子　６３　（遠山）
平井政治郎　８９　（桜町）
高橋トシヱ　９５　（片寄）
藤尾　　久　７０　（宮手）
福士　キヨ　８２　（江柄）
阿部秀太郎　８０　（上松本）
熊谷権四郎　８７　（土舘）

献血にご協力を
全血献血【４月２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
福島双葉電機　午前１１：３０～午後１：３０
ラ・フランス温泉館　午後２：３０～午後４：３０
成分献血【４月２４日（水）】
保健センター　午前９：００～午後３：００

献血ありがとう
全血献血【２月１４日】２００ｍｌ　４００ｍｌ
ＪＡいわて中央志和支所　１人　３人
スーパーセンター紫波　２人　７人
ラ・フランス温泉館　－　４人
二葉運送　１人　５人
成分献血【２月２６日】
保健センター　２３人
この期間中４８人中２人が不適でした。健康には十分にこ注意を！

人口の動き
平成１４年２月２８日現在（前月比）
人口　３４，３２９人（＋３１人）
男　１６，４７１人（＋２４人）
女　１７，８５８人（＋７人）
世帯　９，８８７人（＋１６世帯）

１年前は（今年との差：増分）
人口　３３，９９４人（＋３３５人）
男　１６，２９５人（＋１７６人）
女　１７，６９９人（＋１５９人）
世帯　９，７０１人（＋１８６世帯）

インターネットで求人検索が
ハローワークインターネットサービス
http://www.hellowork.go.jp/

ハローワーク（公共職業安定所）では、全国の求人情報が検索できる「ハローワーク・インターネットサービス」を提供しています。ご希望の求人が見つかったら、求人一覧画面か詳細画面を印刷し、ハローワークにお持ちいただくと便利です。
役場１階ホールでも検索できます。

■問合せ　盛岡公共職業安定所　電話６５１－８８１１

町内の求人情報
●２月２１日から３月１８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　●ハローワーク盛岡、花巻、北上の求人情報を役場庁舎１階とナックス南側に備え付けていますので、ご覧ください。
◇就業希望者へ：盛岡職安　電話６５１－８８１１への問合せは紹介番号を告げてください。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。
※掲載は【事業所名：住所＝職種／年齢／人数／給与／紹介番号】の順です。
■つのだ歯科・矯正歯科医院：桜町／歯科助手・歯科受付／２０～３０／１人／１３０，０００～１５０，０００／２２６６９２１
■大昭運輸（株）：犬渕／事務職／１８～３５／１人／１４０，０００～１８６，３００／２０９８０２１　ドライバー／１８～３５／１０人／１５９，０００～１９１，１００／２０９９７２１
■岩手県立紫波病院：桜町／看護補助者／１８～４０／２人／１８０，０００／１９９６６２１
■岩手保育学園：大巻／保育士／不問／２人／１２５，０００～１４０，０００／１９４７６２１
■（株）紫波まちづくり企画：小屋敷／（派）バス運転手／不問／１人／時給１，１２５／１９５８０２１　（派）配送員（給食センター）／不問／２人／１６０，０００／１８２０２２１
■（有）藤田：日詰西／葬祭作業員／２０～４５／１人／１７５，０００～２００，０００／１８５１１２１
■（株）ハヤチネ：佐比内／建築設計士／２５～３５／１人／２６０，０００～３６０，０００／１７７０３２１
■（株）ナイスコーポレーション仙台営業所岩手出張所：桜町／建築施工管理（県内および東北各現場）／２２～４０／６人／１７０，０００～４５０，０００／１７７１６２１
■（株）エルク：佐比内／営業／２０～３０／１人／１５５，０００～２８０，０００／１７７４０２１
■ささき歯科クリニック：日詰／歯科医療事務／２０～４５／１人／１３０，０００～２００，０００／１５５８８２１　歯科衛生士／２０～３５／１人／１５０，０００～２２０，０００／１５５９２２１
■三光運輸（株）：犬渕／大型トラック運転手／２５～４０／３人／１５０，０００／１４８１９２１

守ろういのち・守ろう交通ルール
飲酒運転検挙者情報
２月の検挙者は６人でした。
西長岡字中沢　男性
北日詰字東ノ坊　男性
片寄字四ツ屋　男性
佐比内字舘前　男性
高水寺字稲村　男性
北日詰字八反田　男性
飲酒運転者が増加しています。飲酒運転は重大な事故につながる、たいへん危険な行為です。良識あるマナーで、安全運転につとめましょう。

（紫波警察署提供）
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紫波ネットお知らせ版　４月号　【Ｎｏ．５９６】 平成１４年　４／１～３０　
「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

お知らせあれこれ

いよいよ２０日から
城山桜まつり
まもなくお花見のシーズン到来。約二千本の桜が咲き誇る、県内でも有数の桜の名所、城山公園を会場に城山桜まつりが開催されます。４月２０日（土）から５月６日（日）までの期間中、さまざまなイベントが予定されています。詳しくは紫波ネット４月号をご覧ください。

親子で本に親しもう
「おはなし会」開催
中央公民館では、こども読書の日にちなみ、歌を歌ったり、絵本の読み聞かせ、紙しばい、折り紙やゲームなどを通じて本に親しむおはなし会を開催します。家族そろってご参加ください。
■日時　４月２１日（日）、午前１０時～
■場所　中央公民館和室
■対象　就学前の幼児とその父母、小学校低学年
■問合せ　中央公民館　電話６７２－３３７２　有線０１－２９２２

くらしの地域相談会
サラ金やクレジット、契約問題などについての悩みに、専門の相談員によるアドバイスと融資相談を受けられる「くらしの地域相談会」を開きます。相談の際は、相談内容に関する契約書や残高一覧表を持参のうえ、ご来場ください。
■日時　４月１９日（金）、午後２時～７時　※時間を指定したい場合には事前に電話でご予約ください。
■場所　総合福祉センター２階
■相談員　岩手県消費者信用生活協同組合の相談員
■申込・問合せ　企画課商工労政係　電話６７２－２１１１　内線３２６　有線０１－８８９１

郷土の偉人を顕彰
巽聖歌祭が開催されます
紫波短歌会が主催する巽聖歌祭が開催されます。これは北原白秋の門下の歌人として活躍し、童謡「たき火」の作者として知られる町の名誉町民、巽聖歌の業績を偲び、毎年行われているものです。今年は県歌人クラブ副会長の柏崎驍二さんの講演会が行われるほか、総合運動公園内の歌碑の前では献歌（雨天時は中央公民館）も予定されています。どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。
■日時　４月２４日（水）午後１時から
■場所　中央公民館
■申込・問合せ　日詰公民館　電話６７２－３３７２　有線０１－８９４２

第３回紫波町民劇場
ポスター募集
紫波町民劇場実行委員会では、第３回紫波町民劇場「東根太郎物語」のポスター作品を募集しています。
■締切　４月３０日（火）まで
■申込・問合せ　紫波町民劇場実行委員会事務局（中央公民館内） 電話６７２－３３７２　有線０１－２９２２

ラ・フランス温泉館で開館６周年記念イベント
はずれなしのくじにチャレンジ
４月１日（月）～７日（日）にラ・フランス温泉館を利用すると、はずれなしのくじにチャレンジできます。
回数券でダブルチャンス
４月８日（月）～２６日（金）に各種回数券を購入するとコーヒーか紅茶の無料券をプレゼント。また回数券表紙の末尾番号が「６」の回数券を購入した場合、さらに１回分の利用券をプレゼント。
■問合せ　ラ・フランス温泉館　電話６７３－８５５５

あづまね温泉送迎バスのご利用を
あづまね温泉送迎バスは、４月以降も引き続き運行します。「運行日程表」と「温泉バス乗車整理券」は各地区公民館に備え付けてありますので、ご利用ください。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－[End of Page １]－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



４月のカレンダー
日　曜日　小児救急　保健　一般
１日　月曜日　小児救急　（宿直）日赤　一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
２日　火曜日　小児救急　（宿直）国立
３日　水曜日　小児救急　（宿直）中央　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／鈴木光子さん
入学　入所式　中央保育所、古館保育所、志和保育所、片寄保育所、佐比内保育所で
４日　木曜日　小児救急　（宿直）医大　一般　入学　入所式　水分児童館、赤沢児童館で
５日　金曜日　小児救急　（宿直）市立　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／多田友夫さん
入学　入学式　長岡小で
入学　入所式　彦部児童館で
６日　土曜日　小児救急　（日直）日赤（宿直）日赤　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
７日　日曜日　小児救急　（宿直）医大　保健【休日当番医】徳永整形外科　電話６９７－１１０１
８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
入学　入学式　日詰小、赤石小、古館小、星山小、紫波一中、紫波ニ中、紫波三中で
入学　入所式　長岡児童館で
９日　火曜日　小児救急　（宿直）中央　一般　入学　入学式　水分小、上平沢小、片寄小、彦部小、佐比内小、赤沢小で
１０日　水曜日　小児救急　（宿直）日赤　保健　・ママ　３歳６ヶ月健診（平成１０年９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／福田淳さん

まごころ・ありがとう
善意の窓
◆平成１３年度日詰小学校卒業生保護者一同（佐々木さつき代表）は、トロフィーなどの展示棚１台を日詰小学校へ。
◆平成１３年度片寄小学校卒業生保護者一同（高橋陽子代表）は、和太鼓２台を片寄小学校へ。
◆小松国男さん（盛岡市・小松太鼓店）は、和太鼓１台を片寄小学校へ。
◆権現堂さんさ踊り保存会（畠山勇一会長）は太鼓巻１２枚を片寄小学校へ。
◆片寄地区教育振興運動実践協議会（細川博明会長）は和太鼓１台を片寄小学校へ。
◆大石善弘さん（盛岡市・片寄小学校校長）は和太鼓８台を片寄小学校へ。

パパ・ママ伝言板
■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
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お子さんとお母さん・お父さんを対象にした遊びの広場です。お気軽にご参加ください。
赤ちゃん広場
原則第１・３火曜　０歳児対象

すくすく広場
原則第１・３木曜　０・１歳児
原則第２・４木曜　２歳以上
原則第５木曜　全児

ふれあいパパママランド
年数回の土曜に行う季節の遊びや行事を取り入れた遊びの広場です。

（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／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て、育児体験を行います。原則第１・３水曜。

■施設開放
町内の保育所・児童館を開放します。原則第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

１１日　木曜日　小児救急　（宿直）医大　保健　・ママ　３～４ヵ月児健診（平成１３年１２月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター
１２日　金曜日　小児救急　（宿直）中央　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
１３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
１４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
１５日　月曜日　小児救急　（宿直）川久保　一般◆窓口業務延長午後７時まで。町民課、税務課
１６日　火曜日　小児救急　（宿直）日赤　保健　・ママ　１歳児歯科健診（平成１３年２・３月生まれ）午後０時３０分～２時まで保健センター
・ママ　パパママ教室　午前９時３０分～１１時３０分まで保健センター／乳房管理・妊婦体操・呼吸法など（おやつ代２００円）
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歳児対象・シーツ遊び】
１７日　水曜日　小児救急　（宿直）中央　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／彌勒地武彦さん
・ママ　施設開放　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
１８日　木曜日　小児救急　（宿直）こども　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歳児以上・お外であそぼう】
１９日　金曜日　小児救急　（宿直）市立　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／吉田恭弘弁護士※社会福祉協議会へ要予約　電話６７２－３２５８　
◆くらしの地域相談会　※記事参照
２０日　土曜日　小児救急　（日直）医大（宿直）医大　一般　・城山桜まつり（５月６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
２１日　日曜日　小児救急　（宿直）日赤　保健【休日当番医】川守田医院　電話６７６－５５５３
一般　・おはなし会　※記事参照

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
■パパママ教室
前日までに保険センターに申し込み
■３～４ヵ月児健診
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。歯科検診では希望者に５００円でフッ素塗布を行います。「ママの歯科健診」を希望する人はご自分の歯ブラシを持参してください。
■ママのほっと広場（乳幼児相談）
母子健康手帳、タオル持参。
１歳６ヵ月・３歳６ヵ月児健診については通知します。それ以外の健診についてはカレンダーを確認して、忘れず受けましょう。

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供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（医療機関は表参照。ただし祝日を除く）。日本脳炎は６～８月、それ以外は年中受けられますが、暑い時期は避けましょう。
■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してください。
■ポリオは集団接種で５月１７・２０・２２・２３日に行われます。接種時期にお知らせ版カレンダーに掲載します。

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を受診。
■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

シルバー１１０番
岩手県高齢者総合相談センターでは、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

小児救急入院の受入病院
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
５月上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　電話番号
３日　紫波皮フ科医院　電話６７２－５１３４
４日　たがね小児科　電話６７２－２７５３
５日　はこざき脳神経外科クリニック　電話６７１－１５１５

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

２２日　月曜日　小児救急　（宿直）医大　一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
２３日　火曜日　小児救急　（宿直）中央　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◆あらえびすレコードコンサート　※記事参照
２４日　水曜日　小児救急　（宿直）日赤　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
・巽聖歌祭　※記事参照
２５日　木曜日　小児救急　（宿直）医大　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歳児以上・お外であそぼう】
２６日　金曜日　小児救急　（宿直）中央　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
２７日　土曜日　小児救急　（日直）こども（宿直）こども　保健■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
２８日　日曜日　小児救急　（宿直）医大　保健【休日当番医】八木クリニック　電話６３９－８７２２
２９日　月曜日　小児救急　（宿直）中央　保健【休日当番医】平井医院　電話６７２－３２００
一般・みどりの日
３０日　火曜日　小児救急　（宿直）川久保　一般◆窓口業務延長　午後７時まで。町民課、税務課
日　曜日　小児救急　保健　一般

あらえびすレコードコンサート
◎ＳＰの部　ブラームス　ヴァイオリン協奏曲　クライスラー（ヴァイオリン）ブレッヒ／ベルリン国立歌劇場管弦楽団
◎蓄音機タイム　グリーク　歌劇「ぺールギュント」より「ソルヴェイグの歌」 エリザベート・シューマン（ソプラノ）
◎ＬＤ・ＤＶＤの部　ヴィヴァルディ「四季」 カラヤン／ベルリンフィル
■期日　４月２３日（火）、午後６時３０分から
■入場料　無料（コーヒー代として１００円いただきます）
■問合せ　野村胡堂・あらえびす記念館　電話６７６－６８９６

ヨイ歯デーテレホン相談
岩手県保険医協会歯科部会では、皆さんの歯や口に関する無料電話相談を実施します。歯の生え方や入れ歯、口臭などで悩んでいる人はご利用ください。
■期日　４月１８日（木）、午前１０時～午後８時
■回答方法　事務局担当者が質問を受け付け、午後７時から歯科医師が電話で回答します。
■問合せ　岩手県保険医協会歯科部会ヨイ歯デーテレホン相談係　電話６５１－７３４１

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
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
横川産婦人科医院　北日詰字東ノ坊２８－３　電話６７６－３８１１

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行っている出会いや結婚に関する相談は５月から再開します。相談日・相談員はカレンダーで確認してください。


