


　町は、100年後の子どもたちに良好な環境を引き継ぐことを目指し、「2021環境・循環基
本計画」を策定し、町の皆さんとともに「循環型まちづくり」を進めています。この目的を達成
するため、地域における身近な環境を評価し、環境保全活動の水先案内人としての役割を担
う「環境マイスター」を養成しています。これまでに212人が認定を受け、地域や学校などで
活発に活動しています。
　今年も7月から10月までの間に6回の養成講座を開催します。環境に関する基礎知識や
評価の方法などが学べる多彩な講義を予定しています。自然環境や生活環境について知りた
い人、環境を守る活動に興味のある人など、皆さんの応募をお待ちしています。

紫波町環境マイスター養成講座「受講生募集」

「環境マイスター」になりませんか？
自然環境や生活環境について知りたい人・環境を守る活動に興味のある人

紫
環のくに

波WA NO KUNI SHIWA

わ 持続可能な社会のために、
ぜひご協力ください。

〈応募・問合せ〉環境課 生活環境係
☎ 672-2111  内線2252　    672-2311
        kankyo@town.shiwa.iwate.jp

〈募集期間〉 7月1日（金）まで

施設見学（浄化センター） 水生生物調査 講義（気象情報の活用）

応 募 資 格

次の全ての要件を満たす人

①令和４年度内に満 16 歳以上になる人
②町内に在住、在勤、在学しており、地域において環境学習や環境保全のための活動を行うことができる人、ある
　いは活動をしてみたいと考えている人
③全回を通しで受講する意志のある人

募 集 人 員 10人程度

受 講 料 無料

応 募 方 法
住所・氏名・性別・生年月日・連絡先を、
電話またはファクシミリ、電子メールでご連絡ください。

目 的
住民の環境保全活動の推進や環境保全意識の高揚を図るため、地域の自然環境や生活環境を評価するとともに、
環境保全・啓発活動のリーダーとなる人材を養成します。

●第１回 7月16日（土）・開講式　・町のまちづくり政策について　・環境マイスターの役割について　
・水質測定・水生生物調査の実習

●第 2 回 7月23日（土）・町の循環型まちづくりについて
・町のごみ処理とごみ減量リサイクルの取り組みについて　　　 　
・町の都市計画について　・資源循環施設の見学

●第 3 回 8月20日（土）・上水道・下水道について　・清掃センターについて　 ・下水道施設の見学

●第 4 回 9月3日（土） ・気象情報の活用について　・再生可能エネルギーについて
・再生可能エネルギー施設の見学　・地球温暖化について

●第 5 回 9月17日（土）・樹木・山野草・昆虫などの観察　・指導実習

●第 6 回 10月1日（土）・閉講式（認定証授与）　・認定マイスターとの情報交換
※開催時間は回によって異なります。また、日程、内容ともに変更になる場合があります

日程・主な内容
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● 紫波東こどもの家
所 在 地
電 話
利 用 定 員

開 所 時 間

休 所 日

紫波町犬吠森字間木沢70（紫波東学園敷地内）
080-1810-5994
45人

平日（登校日）
土曜、長期休業日
日曜、祝日、年末年始

下校時〜午後７時
午前７時30分〜午後７時

紫波町の子育て支援情報や子どもたちの「今」を発信！

　施設一体型小中一貫校の紫波東学園北側
に、今年4月、「紫波東こどもの家」が開所しま
した。この施設は、紫波東こどもクラブ運営協
議会（細川直子会長）が運営しています。同協
議会は、昨年度末まで「星山こどもクラブ（星
山地区）」や「夢アップルクラブ（長岡地区）」
として、放課後児童クラブを運営していた２つ
の団体を母体に新たに組織された団体です。

　現在は日 2々0人前後の児童の利用があります。児童にとって、安全・安心な居場所であるよう、児
童・保護者・学校・地域と連携しながら、輪（和）を大事に温かい雰囲気を心掛けて運営していきま
す。また、保護者にとっても安心して預けられる場所として、新型コロナ対策に気を配り、子育てと仕
事の両立を支援します。
　星山と長岡の放課後児童クラブのそれぞれの良いところを生かして、児童の健全な育成や支援が
できると考えています。コロナ禍ではありますが、情勢を見ながら、子どもたちが楽しみにしているお
誕生会や季節のイベント、映画会なども取り入れていきたいと思っています。
　４月当初は緊張気味だった児童たちも、今はすっかり慣れて自分を出し始めています。天気の良い
日は校庭で元気いっぱい遊んでいます。一人ひとりの児童の様子に配慮しながら、今後も安全・安心
な居場所づくりに努めていきたいと思います。

このコーナーでは毎月、町の子育て支援情報など、「子ども」に関する情報をお伝えしています。
今月は、本年度から新たに開所した学童保育「紫波東こどもの家」を紹介します。

細川会長からのメッセージ

〈担当・問合せ〉こども課 保育係　☎672-2111  内線3183

紫波東こどもの家は、紫波東学園の敷地内にあります

宿題が終わったら、校庭の遊具でのびのびと遊んでいます
宿題に取り組む児童たち

児童の声を聞きました。
新しいこどもの家は

「畳でゆったりできる」
「部屋が1つで、みんなが見えるから

仲が深まりやすい」
「ブロックがいっぱいあるから

いろいろなものが作れて楽しい」
など、たくさん答えてくれました。

ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト
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●４回目接種が始まります
　町は、新型コロナワクチンの4回目接種を7月に開始する予定です。
具体的な接種方法は、個別に発送する接種券に同封する案内をご確
認ください。
■接種間隔　3回目接種から５カ月以上
■対象者と接種券の発行
①接種日時点で60歳以上の人
　接種券は、３回目接種から５カ月が経過する時期に順次郵送しま
す。新たに60歳になる人は、60歳の誕生日直前に郵送します。ただ
し、3回目接種から5カ月に満たない場合は、5カ月が経過する時期
に順次郵送します。

②�18〜59歳で基礎疾患を有する人・その他重症化リスクが高いと医
師が認める人
　接種を受けるには接種券が必要ですので、以下のいずれかの方
法で申請してください。なお、申請を受けてから発行までに2週間ほ
どかかります。また、3回目接種から5カ月に満たない時は、5カ月が
経過する時期に順次郵送します。
・紫波町新型コロナワクチンコールセンターへ電話で申請
☎0120-852-600　受付時間／午前9時～午後6時（土日祝日含む）

・町ホームページのフォームから申請�� �

●�紫波町に転入した人で、これから新型コロナワクチン
接種を希望する場合は申請が必要です

　町に転入した人は、町に接種記録がないため接種券をお送りできま
せん。接種を希望する人は、これまでに受けた新型コロナワクチンの
接種済証と本人確認書類を持参し健康福祉課窓口で申請をしてくだ
さい。
◎以下のいずれかに該当する人は申請が必要です。
・�転入前に2回目までの接種を終えていない人で、転入後に1回目ま
たは2回目の接種を希望する人（5歳以上の人）

　・�2回目までを転入前に接種し、転入後に3回目接種を希望する人
（12歳以上の人）

　・�3回目までを転入前に接種し、転入後に4回目接種を希望する人
（60歳以上または、18～59歳で基礎疾患があるなどの理由で接種を希望する人）

　　��※転入前の市町村で発行された接種券は使用できません。

●ワクチン接種の最新情報
　町のホームページや町公式LINEアカウントで随時お知らせしていま
す。ホームページやLINEのトーク画面下から予約サイトにアクセスす
ることもできます。

・町のホームページ▶� 　　・町公式LINE▶�

新型コロナ対策特集

❶�ワクチン接種情報（6月2日時点）

●宿泊割引を実施しています
紫波町観光宿泊施設緊急対策事業
　町は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宿泊事業者を
支援するため、町内の宿泊施設を利用した際の宿泊料の一部を割引
する事業を実施しています。この機会にぜひ町内の宿泊施設をご利用
ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、事業を中止する場合があります。

■割引対象者
　岩手県内に居住する人（本人確認書類で居住地が確認できる人）
　●いずれかの本人確認書類をご用意ください。
　　・運転免許証　・健康保険証（住所の記入があるもの）
　　・マイナンバーカード　
　　・在留カード　・特別永住者証明書　・住民票の写し　
　　・その他居住していることを示す書類（公共料金の領収書など）

■割引となる宿泊期間
　令和４年５月９日（月）～令和４年９月30日（金）の宿泊
� （令和４年10月１日（土）チェックアウト分まで）
※各宿泊施設の予定件数に達した場合などにより、早期に終了することがあります。

■利用回数上限
　同一月、同一宿泊施設につき５泊を上限とします。
■割引となる宿泊料金

宿泊料金（消費税額など込み） 割引額
10,000円以上 5,000円

8,000円から9,999円 4,000円
6,000円から7,999円 3,000円
4,001円から5,999円 2,000円
4,000円以下 補助対象外

　※割引対象は入湯税を除いた宿泊料金
　※アルコール類などのオプション費用は割引対象外

❷�個人向け支援情報

その他ご不明な
点は右記の相談
窓口に問い合わ
せください

岩手県新型コロナワクチン専門相談センター
☎�0120-89-5670

��受付時間／24時間全日（土日祝日含む）

「副反応が心配」など、医学的なことを聞きたい

紫波町新型コロナワクチンコールセンター
☎�0120-852-600

聴覚に障がいのある人向けの窓口…� �681-3548
��受付時間／午前9時〜午後6時（土日祝日含む）

ワクチン接種の予約・受け方などを聞きたい
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■利用方法
（１）宿泊予約時
　施設に「観光宿泊施設緊急対策事業」を利用する旨を伝え、利用
料金を確認して予約してください。

（２）宿泊日当日　
　施設の受付で、宿泊者全員分の本人確認書類を提示してくださ
い。本人確認書類は受付で写しを取ります。

■対象宿泊施設
施設名 電話番号

ラ・フランス温泉館　ホテル湯楽々 673-8555
本野旅館 676-3002
紫波ビジネスホテル 676-5850
紫波グリーンホテル 676-6333
オガールイン 681-1256
宿はこや 090-6492-5161
たまくさ 090-7065-7822

■問合せ／商工観光課�商工観光係　☎672-2111�内線2212

（１）�紫波町感染症拡大防止対策促進事業費�
補助金

　町内中小企業者の安定した事業継続を支援するために、感染症拡
大防止対策にかかる経費を支援します。
■対象者
　町内中小企業者であり、町が定める業種を営む者
　��※指定業種など詳細は町のホームページをご確認ください。

■補助額
　1事業所（店舗・事務所など）当たり上限８万円
　��※そのうち、消耗品費に当たる経費の上限は３万円以内とします。

■補助対象経費
　次の条件を全て満たす経費が対象となります。
(1)�新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために行う対策の経
費であること

(2)交付要領に定める経費であること
例：�二酸化炭素濃度測定器、自動消毒液噴霧器、パーテーション、
網戸、消耗品（消毒液、抗原検査キットなど）

　��※詳細については、町のホームページに掲載している交付要領をご覧ください。

(3)�令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間に発注、契約および
支払いが完了した経費であること

(4)�他交付補助金に申請していない経費であること
　��※経費にかかる消費税および地方消費税に相当する金額は対象に含めません。

■申請期限
　9月30日（金）

（２）�紫波町地域企業経営継続支援事業費�
補助金（家賃・地代補助）

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少した町内
中小企業者に対して、事業に要する家賃・地代を補助します。
■対象者
　町内中小企業者であり、町が定める業種を営む者
　��※指定業種など詳細は町のホームページをご確認ください。

■交付条件
　令和4年4月から令和4年6月までの間のいずれか1カ月の売上が平
成31年度または令和元年同月と比較して30％以上減少している者
　��※�創業から間もない者で、平成31年度または令和元年同月の売上との比較ができない場合

は、商工観光課にご相談ください。

■対象経費
　令和4年4月から令和4年6月までの賃借料(地代・家賃など)3カ月分
■補助額
　月額賃借料(税抜)の50％×3カ月分(上限10万円／月)
■申請期限
　8月31日（水）
　

❸�事業者向け支援情報

■問合せ／商工観光課�商工観光係　☎672-2111�内線2214

（１）畜産農家経営継続支援給付金
　飼料の高騰により影響を受けている畜産農家を緊急的に支援する
ため、家畜保健衛生所への定期報告による飼養頭数に応じて給付金
を支給します。
■対象者
　町内で牛、豚、鶏を飼養し、定期報告を行っている畜産農家
■給付額
　肥育牛５頭まで一律に2万5000円、６頭目から１頭当たり5000円を
加算します。（上限100万円）
　��※�月齢が4カ月未満の子牛を除き、繁殖牛は４頭、豚は８頭、鶏は300羽で肥育牛１頭と換算します。

（２）畜産経営コロナ対策事業費補助金
　労働の負担を軽減させ、効率的な繁殖を行うために機器を導入する
場合に要する購入費の一部に対し補助金を交付します。詳しくは町の
ホームページか、農政課まで問い合わせください。
■対象者
　町内の畜産農家
■補助率
　畜舎内監視用カメラ　補助対象経費の２分の１（上限10万円）
　家畜管理システム　　補助対象経費の２分の１（上限20万円）

❹�農業者向け支援情報

■問合せ／農政課�農業振興係　☎672-2111�内線2240

5



〈問合せ〉町選挙管理委員会（役場総務課内）　☎ 672-2111  内線2341

投票区再編  11投票区から９投票区へ投票区再編  11投票区から９投票区へ
〜次の選挙から志和地区・彦部地区の投票所が変更になります〜〜次の選挙から志和地区・彦部地区の投票所が変更になります〜

　町選挙管理委員会は、これまで投票所としていた小学校３校が学校再編に伴い利用できなくなるため、７月に予定されている参議院議
員通常選挙から町内の投票区を下記のとおり再編することを決定しました。投票区の再編により、志和地区および彦部地区の投票所は、
それぞれの地区公民館に変更となります。
　投票所が変わる地区の皆さんにおかれましては、長年慣れ親しんだ投票所の変更について、ご理解とご協力をお願いします。

　以下のようなサービス・事業がありますので、投票所までの移動手段としてご利用ください。

　自由に乗車場所と配車時刻を決めることができる、
利便性が高い乗合バスです。
　自宅から投票所までの間の移動に利用できます。

　紫波町社会福祉協議会が、福祉車両で期日前・当日
投票を問わず、自宅から投票所までの間を送迎します。

投票区（地区）
第１投票区（日詰地区）
第２投票区（古館地区）
第３投票区（水分地区）
第４投票区（上平沢地区）
第５投票区（片寄地区）
第６投票区（赤石地区）
第７投票区（彦部地区）
第８投票区（星山地区）
第９投票区（佐比内地区）
第10投票区（赤沢地区）
第11投票区（長岡地区）

投票所（有権者数）
紫波町中央公民館（5,410人）
古館公民館ふれあいホール（7,455人）
水分公民館（1,480人）
西の杜小学校（1,544人）
旧片寄小学校（1,552人）
赤石公民館（6,203人）
彦部小学校（836人）
星山小学校（714人）
佐比内公民館（837人）
赤沢公民館（939人）
長岡公民館（1,189人）

投票区（地区）
第１投票区（日詰地区）
第２投票区（古館地区）
第３投票区（水分地区）

第４投票区（志和地区）

第5投票区（赤石地区）

第6投票区（彦部地区）

第7投票区（佐比内地区）
第8投票区（赤沢地区）
第9投票区（長岡地区）

投票所（有権者数）
紫波町中央公民館（5,410人）
古館公民館ふれあいホール（7,455人）
水分公民館（1,480人）

志和公民館（志和生活会館）（3,096人）

赤石公民館（6,203人）

彦部公民館（1,550人）

佐比内公民館（837人）
赤沢公民館（939人）
長岡公民館（1,189人）

※有権者数は令和4年3月1日現在※■は今回の再編により投票区（投票所）が変更となる箇所

【変更後】9投票区【変更前】11投票区

新しい投票所 投票所への移動支援

●しわまる号

●車いす利用者の無料送迎

志和公民館（志和生活会館）

彦部公民館

対 象

対 象

運行時間

乗車料金

予約方法
受付時間

どなたでも利用できます

町内在住の車いす利用者

送 迎 範 囲 自宅↔投票所

利 用 料 金 無料

予 約 方 法 紫波町社会福祉協議会  ☎672-3258に
希望日前日までに申し込みください。

毎日午前８時～午後5時30分（土日祝日含む）
 （自宅を発着地として利用できます)

１人１回片道　乗合なし500円（200円）／乗合あり300円（100円）
※支払いは現金のみ。（  ）は小学生料金、未就学児は無料

しわまる号Web予約サービス

スマホ予約の場合　24時間
 （乗車3日前の午前0時から当日分までの予約が可能）

電話予約の場合　午前８時～午後10時
 （乗車1日前から当日分までの予約が可能）
☎606-7211
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〈問合せ〉農政課 農業振興係　☎ 672-2111  内線2243

令和4年度  食育パートナーを紹介します令和4年度  食育パートナーを紹介します

● 食育パートナーの活動紹介

　町は、食育推進の取り組みの一つとして、町内で食育に関わる活動をしている個人や団体を「紫波町食育パートナー」として登録していま
す。食育パートナーは、町内教育機関などの依頼に応じて、調理体験や農業体験への協力、地域の食文化や食習慣の伝承などの活動をし
ています。
　令和４年５月1日現在、「食育パートナー」として活動している９個人・団体の皆さんを紹介します。
　食育パートナーは現在も募集中です。食育パートナーの活動は紫波の食ナビで発信しています。　

　食育パートナーの協力のもと、行われた体験の一部を紹介します。

紫
むらさき

 ひめ実演講演会（情報交流館 2階 大スタジオ） みそ作り体験教室（紫波総合高等学校）

※食育パートナーの皆さんに子ども会や地域活動などの
　講師を依頼したい場合は、農政課にご連絡ください● 紫波の食ナビ ● インスタグラム

（敬称略）
No. 氏名または団体名 活動地域 対象 活動内容
1

9

2

3

6

7

8

4

5

小澤 由香里

細川 栄子

稲藤第一農産加工組合

株式会社 紫波フルーツパーク

横沢 きく

髙橋 厚子

吉田 正子

細川 玲子

今 ゆかり

町内全域

町内全域

町内全域

紫波フルーツパーク内

手作り工房きくぱん

町内全域（県内も可）

町内全域

町内全域

町内全域

幼児～一般

幼児～一般

小・中学生～一般

小・中学生～一般

小・中学生～一般

幼児～一般

小・中学生～一般

幼児～一般

幼児～一般

郷土料理、家庭料理、保存食品の指導など

手作りみそや郷土料理の指導など
（岩手県食の匠）

本組合が栽培したそば粉を使用し、
そば打ち体験指導など（岩手県食の匠）
フルーツパーク内の体験工房で、
ソーセージ作り体験やピザ作り体験の指導など

南部小麦粉を使用して、パン作りや
お菓子作りの指導など（岩手県食の匠）
「食育」と「運動」の両資格を生かした
食や体づくりの事業への協力など
お菓子作りをはじめ、米粉料理や
郷土料理の指導など（岩手県食の匠）

米粉料理をはじめ、伝統食や郷土料理、
お菓子や加工食品の指導など
（岩手県食の匠）
ハーブコーディネーターとして、
ハーブを使った料理、
地産地消のお菓子や米粉料理の指導など

たくみ

「紫ひめ」ぶどうジュースで蒸したおこわで、あんこを包み込んだ和菓子 体験教室の様子
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令和4年度前期公民館だより
　さまざまな企画を用意して、皆さんの参加をお待ちしています。気になる教室がありましたら気軽に問い合わせください。

● 日詰公民館　☎ 671-1642
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

実用書道教室

アクセサリー教室

いきいき体操教室

ウクレレ教室

毎月第２・第４火曜日
午前10時～正午

全２回７月11日(月) 、25日（月）
午前10時～正午
毎週木曜日
午後１時30分～３時
毎月第２・第４月曜日
午後１時30分～３時

月会費：2,000円
持ち物：用意できる人は書道用具
　　　（貸し出し有り）

材料代：1回800円

無料

月会費：1,500円

5人

5人

10人

５人

● 古館公民館　☎ 676-2323
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

編物教室

書道教室

暮らしの筆ペン

フラダンス教室

郷土史教室

毎月第１・第３火曜日
午前10時～正午
昼の部　初回6月14日(火)
午後1時30分～3時30分（月2回）
夜の部　初回６月10日（金）
午後7時30分～9時（月2回）
初回6月22日(水)
毎月第２・第４水曜日
午後1時30分～3時
初回6月21日(火)
毎月第1・第3火曜日
午後7時～8時30分
初回7月6日（水）
毎月第1水曜日　
午前10時～正午

月会費：1,000円

月会費：1,500円
別にテキスト代850円

月会費：1,500円
実費は自己負担

月会費：2,000円

年会費：2,000円

10人

10人

10人

20人

20人

● 水分公民館　☎ 673-8222

初級水墨画教室

洋裁教室

6月22日（水）、7月28日（木）、
8月24日（水）、9月28日（水）、
10月5日（水）午前10時～正午
７月13日（水）、９月14日（水）、
10月12日（水）、11月9日（水）
午前９時30分～午後３時

年会費や持ち物は
お問い合わせください。

年会費や持ち物は
お問い合わせください。

若干名

若干名

教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

３B体操 全3回６月29日（水）、７月６日（水）、13日（水）
午前10時～11時30分

無料
持ち物：上履き、飲み物、汗拭きタオル10人

● 志和公民館　☎ 671-7112

毎月第3水曜日
午後1時30分～4時（全10回）

初回6月10日（金）
毎月第2・第4金曜日
午後2時～3時（全5回）

毎月第1・第3木曜日
午後1時30分～4時（全10回）

毎月最終火曜日
午前10時～正午（全8回）

教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

表千家茶道教室

いきいき体操教室

裏千家茶道教室

絵手紙教室

年会費：2,000円
その他にお菓子代
持ち物：白い靴下

無料
持ち物：運動靴、飲み物

年会費：2,000円
その他にお菓子代
持ち物：白い靴下

年会費：1,000円

8人

15人

8人

8人
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● 佐比内公民館　☎ 674-2626
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

書道教室

リフレッシュ体操

マーブルアート

親子太鼓教室
 （なるべく親子でご参加ください。）

月3回　月曜日（不定期）
午後7時～8時30分
毎月第1・第3金曜日
午前10時～11時
初回6月15日（水） 2回目7月13日（水）
午後7時～9時（全2回）
6月～8月　毎週金曜日　午後7時～8時
場所：旧佐比内小学校体育館

月会費：1,800円（北光代含む）

年会費：1,000円　１回600円
持ち物：上履き、タオル、飲み物
材料代：初回1,500円
　　　   2回目1,700円
バチ代：2,000円
持ち物：上履き、飲み物

小学生以上
制限なし

制限なし

各10人

約10組

※新型コロナウイルス感染症対策のため、イベントを急きょ中止とする場合がありますのでご了承ください

● 長岡公民館　☎ 676-3789
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

三味線教室

踊り教室
(新舞踊・若柳流)

6月～9月　毎月第2・第4火曜日
午後1時～3時

6月～9月　毎週金曜日(変更の場合あり)
午後1時～4時

月会費：3,500円
持ち物：用意できる人は三味線
　　　（貸し出し有り）

1回1,000円

若干名

若干名

● 赤沢公民館　☎ 676-3036
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

書道教室

歌謡教室

写真教室

春の山野草観察会
 （薬師堂周辺） 

毎月2回水曜日（不定期）
午後7時30分～9時（全24回）
毎月第3木曜日
午後7時～9時（全12回）
毎月第2火曜日
午後7時30分～9時（全12回）
6月16日（木）
午前9時～正午（1回開催）
※天候などにより時間の変更や、中止する場
合があります。あらかじめご了承ください

年会費：10,000円（北光代含む）

月会費：800円

無料

無料
持ち物：山歩きに適した服装、飲み物

５人

10人

10人

15人

● 彦部公民館　☎ 676-4670
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

陶芸教室

お絵かき教室

短歌教室

生け花サークル

一般公開講座
「彦部のみどころよりどころ」
－彦部の遺跡・史跡 １０５選－
　講演会

初回６月27日（月）
毎月第４月曜日　午前10時～正午

毎月第1月曜日　午前10時～正午

毎月第１火曜日　午前10時～正午
初回６月２８日(火)
毎月第４火曜日　午前10時～正午

７月４日（月）
午前10時～

月会費：1,000円（材料代含む）
持ち物：エプロン
年会費：1,000円
その他に材料代実費
年会費：3,000円

月会費：1,600円（材料代含む）

無料

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

50人

● 赤石公民館　☎ 676-3999
教室・講座名 開催日・時間など 必要経費・持ち物など募集人員

編み物教室

いきいき健康教室

大人のぬりえ教室

毎月第1・第3木曜日
午前9時30分～午後1時30分
初回6月15日（水）
毎月第3週の水曜日
午後1時30分～3時
初回6月21日(火)
毎月第3火曜日
午後1時30分～3時

1回500円
その他に材料代実費

無料

1回500円
持ち物はお問い合わせください。

制限なし

20人

15人
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町障害者自発的活動支援
事業補助金のお知らせ

自発的に活動している障がい者などの団体を応援します

町障害者自発的活動支援事業補助金

福祉と健康の情報

健やかランド
紫波 福祉

〈申込・問合せ〉健康福祉課 福祉係　☎ 672-2111  内線1322

1ヘルシーレシピ5 材料：2人分
キャベツ
ニンジン
玉ネギ
スナップエンドウ
かんきつ系果物
ナッツ類
 （クルミ・アーモンドなど）

オリーブオイル
レモン汁
塩こうじ
黒コショウ

A

150ｇ
10ｇ
50ｇ

4個
1/4個

大さじ1

大さじ1
大さじ1
小さじ1

適宜

塩こうじの
ヘルシー
サラダ

〜体に優しい♪〜

　この事業は、障がい者が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、障がい者、その家族、地域住民などの団体が行う自発
的な活動を支援するため、その活動を行う団体などに補助金を交付する制度です。

補 助 対 象 事 業

1団体1事業に限り、5万円を上限額として交付します。補 助 金 上 限 額

主な経費は以下のとおりです。
・講師への謝礼金や交通費　・事務用品、写真代
・チラシ、ポスターの印刷費　・ボランティア保険料
・会場設営などにかかる委託料　・会場使用料　など

対 象 経 費

・構成員が5人以上であること
・構成員の半数以上が町内在住であること　
・本年度他の補助金などの交付を受けていないこと　
など要件がありますので、詳しくは健康福祉課に問い合わせください。

対 象 団 体

相談や情報交換のできる当事者同士の交流会など

障がい者およびその家族の災害対策に関する講演会、講習会など

障がい者およびその家族に対する見守り活動や訪問など

障がい者の社会参加、社会復帰を支援する活動、コミュニケーション支援など

障がい者に対するボランティアの養成

上記以外で有効な活動であると町長が認めた事業

事業の分野 事業内容

①ピアサポート

②災害対策

③見守り活動支援

④社会活動支援

⑤ボランティア活動支援

⑥その他の支援

※定数に達し次第、
申し込みを締め切ります

〈募集期間〉

6月20日（月）〜

7月20日（水）

詳しくは
こちら
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胃がん検診を受けましょう  〜早期発見が大切です〜

胃がん検診のお知らせ
健康

〈問合せ〉健康福祉課 成人保健係　☎ 672-2111  内線1344

エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

90kcal
1.8ｇ
5.8ｇ
0.2ｇ

作り方

栄養価：1人分

❶ キャベツ・ニンジン・玉ネギは千切りにする。スナップ
　 エンドウはゆでて縦半分に割く。かんきつ系果物は小
　 房に分けて薄皮をむく。ナッツ類は粗く刻む。

❷ Aを混ぜてドレッシングを作る。

❸ ❶を器に盛り、食べる直前にドレッシングをかける。

3 野菜とフルーツがたっぷり摂
と

れるメニューです。
ナッツ類の歯ごたえが良いアクセントになります。

2  塩こうじは腸内環境を整える・免疫を高める・
消化吸収を助けるなどさまざまな働きがあります。

1 ナッツ類は、コレステロールや中性脂肪を下げ
るなど、生活習慣病予防に良いとされる不飽和脂
肪酸が含まれています。また、ビタミン・ミネラル・
食物繊維も豊富です。

〜レシピ提供〜
紫波町食生活改善推進員協議会

佐比内地区会員

ワンポイントメモ

日 程 ・ 対 象 地 区

受 付 時 間 胃部エックス線検査（バリウムを飲む検査）

午前6時30分～9時受 付 時 間

役場 １階 はつらつホール会 場

2000円
※ただし①～④の人は無料
①40歳（昭和57年4月1日～昭和58年3月31日生まれ）の人
②70歳以上の人
③身体障害者手帳１～３級、療育手帳および
　精神保健福祉手帳所持者（受付時に手帳を提示してください）
④生活保護受給者（受付時に申し出てください）

料 金

・胃がん検診受検票
・健康保険証（本人を確認するもの）
・下足入れ袋
※胃がん検診受検票は、４月に郵送した住民検診通知（黄色の封筒）に
同封しています。転入などで受検票がない人は、健康福祉課に問い合わ
せください

持 ち 物

・
・
・
・

・

感染症予防対策のため、手指消毒やマスクの着用をお願いします。
発熱や咳

せ き

など、体調不良者は受検を控えてください。
会場の混雑による密集を避けるため入場制限を行う場合があります。
検診前日の夕食は午後９時ごろまでに済ませてください。当日は検診
終了まで飲食できません。（タバコ、あめ、ガムも不可。）
※心臓病や高血圧薬を服用中の人は検査の2時間前までに薬を飲　
んでください。水のみコップ1杯(200ml）は飲用できます
服装は、上下ともボタン・ファスナー・金具のない衣服を準備してください。

そ の 他

40歳以上（令和5年3月31日現在）対 象

※対象地区以外でも受けられます

彦部・佐比内

赤沢・長岡

水分・志和

日詰1～10区

古館1～7区

赤石1～10区

古館8～12区

水分・志和

日詰11～21区

彦部・佐比内・赤沢・長岡

古館13～19区

赤石11～20区

日　程 対 象 地 区

6月20日（月）

6月21日（火）

6月22日（水）

6月23日（木）

6月24日（金）

7月30日（土）

7月31日（日）

8月1日（月）

8月2日（火）

8月3日（水）

8月4日（木）

8月5日（金）

申込不要
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日 月 火 水 木 金 土

6 19 20
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00

21
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
ひよこひろば� 9:30-11:30

  子どもの歯の健康について
�みすず広場� 10:00-12:00

22
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
nicoカフェ　参加費200円 要予約

23
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
わくわく広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00

24
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
そよかぜクラブ� 9:30-12:00�

　�親子の広場� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
ワークショップ「ハーブ」
参加費500円（託児有り） 要予約
なかよしひろば� 9:30-11:00

  フリーひろば　助産師さんとトーク

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

25 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-15:00

26 ��

�高宮消化器科内科医院�☎697-7030
�矢巾調剤薬局� ☎698-2400

盛岡市休日救急当番医
内科（南）ちだ内科・外科クリニック
� ☎604-3755
小児科　臼井循環器呼吸器内科・小児科
� ☎662-9845

27
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
おでかけキッズガーデン� 10:00-11:30
水分子どもの家園庭 要予約

�　�親子の広場� 13:00-16:00

28
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00�
赤ちゃん広場� 9:30-12:00�

　�親子の広場� 13:00-16:00
 マタニティ&ママのほっと広場

� 要予約 �9:00-11:00
 離乳食教室� 〈受付〉13:00-13:30

29
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
おやこでつくろう！ 要予約

30
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:000�
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-16:00

7 1
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:000
そよかぜクラブ� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
nicoカフェ　参加費200円 要予約

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

2 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
�みすず広場� 10:00-12:00

3 ��

�足澤整形形成外科� ☎676-2500
�あけぼの薬局� ☎676-5010

盛岡市休日救急当番医
内科（南）あべ菜園内科クリニック
� ☎623-7000
小児科　みうら小児科� ☎622-9591

4
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00

5
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
あづまっこひろば� 10:30-11:30

� 要予約

6
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00
１歳６カ月児健康診査
 （令和２年10月21日～12月21日生）

 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
おさんぽデー

7
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
�親子の広場� 13:00-16:00
 にこにこひろば� 9:30-11:15
　　ゆったり遊ぼう！

8
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
そよかぜクラブ� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-13:00
nicoランチ　参加費300円 要予約

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

9 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-15:00

10 ��

�堀江医院� ☎681-8868
�薬王堂薬局西徳田店

� ☎681-7361

盛岡市休日救急当番医
内科（南）たけ循環器内科クリニック
� ☎656-5855
小児科　中村こどもクリニック� ☎648-7711

11
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00

12
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 2歳6カ月児教室（令和元年9～10月生）

13
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
おやこでつくろう！　参加費200円　

14
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
わくわく広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 BabyCome☆４～５カ月広場
（令和４年２月生）�〈受付〉9:30-9:45

15 �

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
そよかぜクラブ� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
なかよしひろば� 9:30-11:00

水遊び　助産師さんとトーク
 子育て支援カフェ� 9:30-11:30
園庭で遊ぼう！

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

16 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-15:00
としょかんおはなし会（P.20）

17 ��

�けんたろうこどもクリニック�☎656-1011
�きりの調剤薬局� ☎698-4193

盛岡市休日救急当番医
内科（南）開運橋消化器内科クリニック
� ☎613-3336
小児科　小林小児科クリニック� ☎638-0404

18 ��

�こずかた診療所� ☎698-3033
�矢巾西口薬局� ☎681-9495

盛岡市休日救急当番医
内科（南）工藤内科ハートクリニック�☎653-6811
小児科　さいとう小児科クリニック� ☎643-7171

19
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
ひよこひろば� 9:30-11:30

 プールで遊ぼう
�みすず広場� 10:00-12:00

20

＝役場 健康福祉課　 ＝休日救急当番日　 ＝休日保険薬局　 ＝各公民館ひろば　 ＝献血　 ＝ラ・フランスプール営業日　 ＝図書館　
＝紫波町子育て応援センター　 ひろば（自由開放）　 ＝すくすく広場（町立保育所施設開放）　

＝虹の保育園子育て支援センター　 赤ちゃん広場（0歳児）／ぴよぴよ広場（1歳児）／わくわく広場（2歳児）／親子の広場（施設園庭開放）／キッズガーデン（就学前・屋外）　
＝みすず広場（福祉センター2階　和室）　 ＝あづまっこひろば（認定こども園あづま幼稚園）　 ＝子育て支援カフェ（認定こども園ひかりの子）

子育て・保健ガイド６月20日→7月19日

凡例

ジフテリア・破傷風第２期（二種混合）予防接種を受けましょう
　小学6年生を対象にジフテリア・破傷風第2期（二種混合）予防接種を実施しています。対象者に
は、個別に通知しています。今回の予防接種は、乳幼児期に受けた三種混合1期の追加接種となり
ます。

【対象者】小学6年生（平成22年4月2日〜平成23年4月1日生）
【受け方】 個別接種です。各委託医療機関でお子さんの体調の 

良い日に受けましょう。
【接種期間】令和5年3月31日（金）まで
  ■問合せ　健康福祉課 健康係　☎672-2111 内線1345

12

※新型コロナウイルス感染症対策のため、一部中止・延期となる場合があります。詳細は各問合わせ先にご確認ください。



日 月 火 水 木 金 土

6 19 20
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00

21
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
ひよこひろば� 9:30-11:30

  子どもの歯の健康について
�みすず広場� 10:00-12:00

22
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
nicoカフェ　参加費200円 要予約

23
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
わくわく広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00

24
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
そよかぜクラブ� 9:30-12:00�

　�親子の広場� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
ワークショップ「ハーブ」
参加費500円（託児有り） 要予約
なかよしひろば� 9:30-11:00

  フリーひろば　助産師さんとトーク

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

25 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-15:00

26 ��

�高宮消化器科内科医院�☎697-7030
�矢巾調剤薬局� ☎698-2400

盛岡市休日救急当番医
内科（南）ちだ内科・外科クリニック
� ☎604-3755
小児科　臼井循環器呼吸器内科・小児科
� ☎662-9845

27
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
おでかけキッズガーデン� 10:00-11:30
水分子どもの家園庭 要予約

�　�親子の広場� 13:00-16:00

28
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00�
赤ちゃん広場� 9:30-12:00�

　�親子の広場� 13:00-16:00
 マタニティ&ママのほっと広場

� 要予約 �9:00-11:00
 離乳食教室� 〈受付〉13:00-13:30

29
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
おやこでつくろう！ 要予約

30
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:000�
親子の広場� 10:00-12:00�

� 13:00-16:00

7 1
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:000
そよかぜクラブ� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
nicoカフェ　参加費200円 要予約

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

2 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
�みすず広場� 10:00-12:00

3 ��

�足澤整形形成外科� ☎676-2500
�あけぼの薬局� ☎676-5010

盛岡市休日救急当番医
内科（南）あべ菜園内科クリニック
� ☎623-7000
小児科　みうら小児科� ☎622-9591

4
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00

5
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
あづまっこひろば� 10:30-11:30

� 要予約

6
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00
１歳６カ月児健康診査
 （令和２年10月21日～12月21日生）

 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
おさんぽデー

7
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
�親子の広場� 13:00-16:00
 にこにこひろば� 9:30-11:15
　　ゆったり遊ぼう！

8
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
そよかぜクラブ� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-13:00
nicoランチ　参加費300円 要予約

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

9 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-15:00

10 ��

�堀江医院� ☎681-8868
�薬王堂薬局西徳田店

� ☎681-7361

盛岡市休日救急当番医
内科（南）たけ循環器内科クリニック
� ☎656-5855
小児科　中村こどもクリニック� ☎648-7711

11
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00

12
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 2歳6カ月児教室（令和元年9～10月生）

13
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-16:00
 子育て支援カフェ� 10:00-12:00
おやこでつくろう！　参加費200円　

14
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
わくわく広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
 BabyCome☆４～５カ月広場
（令和４年２月生）�〈受付〉9:30-9:45

15 �

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
そよかぜクラブ� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
なかよしひろば� 9:30-11:00

水遊び　助産師さんとトーク
 子育て支援カフェ� 9:30-11:30
園庭で遊ぼう！

�母子健康手帳交付〈受付〉13:00-15:30

16 ��

ひろば� 9:00-12:00
� 13:00-16:00
親子の広場� 10:00-12:00

� 13:00-15:00
としょかんおはなし会（P.20）

17 ��

�けんたろうこどもクリニック�☎656-1011
�きりの調剤薬局� ☎698-4193

盛岡市休日救急当番医
内科（南）開運橋消化器内科クリニック
� ☎613-3336
小児科　小林小児科クリニック� ☎638-0404

18 ��

�こずかた診療所� ☎698-3033
�矢巾西口薬局� ☎681-9495

盛岡市休日救急当番医
内科（南）工藤内科ハートクリニック�☎653-6811
小児科　さいとう小児科クリニック� ☎643-7171

19
ひろば� 9:00-12:00

� 13:00-16:00
赤ちゃん広場� 9:30-12:00

　�親子の広場� 13:00-16:00
ひよこひろば� 9:30-11:30

 プールで遊ぼう
�みすず広場� 10:00-12:00

20 子どもの急な病気・けがに困ったら…�～夜間や休日など診療時間外の場合～

■小児救急入院受入当番病院
日 月 火 水 木 金 土 当番病院

6/20
中央

21
中央

22
国立

23
中央

24
日赤

25
中央

中央＝岩手県立中央病院
盛岡市上田1-4-1 ☎653-1151

26
日赤

27
中央

28
中央

29
国立

30
日赤

7/1
中央

2
国立

日赤＝盛岡赤十字病院
盛岡市三本柳6-1-1 ☎637-3111

3
中央

4
中央

5
日赤

6
国立

7
日赤

8
中央

9
日赤

国立＝国立病院機構盛岡医療センター
盛岡市青山1-25-1 ☎647-2195

10
中央

11
日赤

12
中央

13
国立

14
中央

15
日赤

16
中央

17
国立

18
中央

19
中央

※ 当番病院は変更となる場合があります。盛岡市医師会ホームページを
　確認したうえで受診してください。

❶受診に迷ったら…まずは「こども救急ガイドブック」を確認。もしくは、「こども救急相談電話」にお電話を。
●こども救急ガイドブック　　�●こども救急相談電話（19:00～23:00�※年中無休）
 ☎605-9000または短縮番号＃8000（ダイヤル式電話、公衆電話、IP電話、PHSからはかけられません）

❷症状が軽い場合
　盛岡夜間急患診療所を受診

平日・日曜・祝日��19:00～23:00
土曜　　　　　　13:00～17:00
※ 受診の際は、医療費とは別に定額負担料金が必

要になる場合があります

❸特に症状が重い場合
　入院が必要と思われるほど症状が重いとき、
また休日救急当番医や夜間急患診療所が診療
していない時間帯は、小児救急入院受入当番
病院を受診

▼盛岡市医師会

献血にご協力ください献血にご協力ください

今回は7/15（金）です

紫波警察署　　　　  9：30～11：30
日詰商店街駐車場　13：30～16：30
全血献血（400㎖のみ） 予約不要 　健康福祉課�健康係　☎672-2111�内線1346
協力いただいた人に漏れなく、ボックスティッシュ、キッチン用品などを差し上げます

乳幼児健康診査
「すこやか子育てカレンダー」（健
康福祉課で配布）、町のホームペー
ジで確認して受診しましょう。
※ 乳児期の健康診査は、乳児一般健康診査

票（受診票）を使い小児科専門医で受診
してください。

町内の予防接種委託医療機関
医療機関ごとに接種できる予防接
種の種類があります。事前に予約
の上、お出掛けください。

はたふく医院 ☎672-2121 日詰字石田

渡辺内科医院 ☎672-3667 日詰字下丸森

志和診療所 ☎673-7805 上平沢字川原

川守田医院 ☎676-5553 日詰駅前一丁目

加藤胃腸科
内科医院 ☎672-3699 高水寺字中田

なおしま医院 ☎673-6967 上平沢字川原田

横川産婦人科 ☎676-3811 北日詰字東ノ坊

紫波中央小児科 ☎672-1110 紫波中央駅前

平井医院 ☎672-3200 日詰字下丸森

子育て支援

育児相談（電話・来所）
9:00〜16:00
健康福祉課、しわっせ、虹の保育
園、各保育所で月〜金曜。

一時預かり保育（有料）
しわっせ、虹の保育園に相談の
上、予約。（事前に登録と面接が
必要です）

問合せ一覧
健康福祉課 ☎672-2111�内線1340

古館保育所 ☎676-6048

佐比内保育所 ☎674-2202

東部保育所 ☎676-2355

虹の保育園

紫波町ファミリー・サポート・センター

「しわっせ」
子育て支援センター

紫波町子育て
応援センター

虹の
保育園

☎673-7307
☎671-2200
☎673-7609

☎080-2816-5326
認定こども園あづま幼稚園☎673-7202
認定こども園ひかりの子☎672-2542

発達特性のある子どもと
家族の広場

みすず広場�阿部 ☎080-6032-0235

ボランティアによる子育て支援
就園前の親子が参加できます

ひよこひろば（古館公民館）

なかよしひろば（赤石公民館）

にこにこひろば（志和公民館）
☎671-7112

☎676-3999

☎676-2323
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お知らせ

地域のこと、町のことを、一緒に考えませんか
2022 まちづくり座談会

※�新型コロナウイルス感染症対策のため、イベントが一部中止・延期となる
場合があります。詳細は各問合せ先にご確認ください。
※記載のない場合の市外局番は 019です。

暮らしの情報

紫波町役場の連絡先 ☎ 672-2111�� � � �672-2311

　まちづくりについて、日頃感じていることや気になっている
こと、詳しく聞きたいことなどはありませんか。
　皆さんのご質問やご意見を、町長や各部長が直接伺います。
いずれの会場も、どなたでも参加できますので、お誘い合わせ
の上、ご参加ください。幅広い年代からのご参加をお待ちして
います。（託児を希望する人は、各開催日の 1週間前までに申
し込みください）

より良い町にしていくためにより良い町にしていくために

開催日 時間 会場

6月16日（木） 午後6時30分～
　　7時30分 志和公民館（生活会館）

6月17日（金） 午後6時30分～
　　7時30分 赤沢公民館

6月18日（土） 午前11時～正午 中央公民館

6月18日（土） 午後3時30分～
　　4時30分

古館公民館
（ふれあいホール）

6月20日（月） 午後6時30分～
　　7時30分 水分公民館

6月21日（火） 午後6時30分～
　　7時30分 彦部公民館

6月22日（水） 午後6時30分～
　　7時30分 佐比内公民館

6月23日（木） 午後6時30分～
　　7時30分 長岡公民館

6月25日（土） 午後3時30分～
　　4時30分 赤石公民館

●問合せ　企画課�総合政策係　☎ 672-2111�内線 2311

特定健診（個別健診）が始まります

●受診期間　
　７月１日（金）～12月28日（水）
●対象者
　�40歳から74歳までの国民健康保険被保険者
　（現在通院中の人も「対象者」です。）
　※人間ドックや集団健診を受診した人、受診予定の人は対象外
●注意事項
　１年度に受診することができる健診は１回です。
●問合せ
　町民課�給付年金係
　☎672-2111�内線 1265

　国民健康保険被保険者を対象として個別健診を実施します。
　受診を希望する人は医療機関へ予約の上、専用の受診券で受
診してください。対象者には、受診券を６月下旬にお送りしま
す。健康のために、年に一度は健診を受けましょう。

年に一度の健康チェック年に一度の健康チェック

県介護支援専門員　実務研修受講試験
　県介護支援専門員実務研修受講試験が行われます。

介護の資格を取りたい人へ介護の資格を取りたい人へ

●日時　10月９日（日）　午前10時～
●会場
　�岩手県産業文化センター
　ツガワ未来館アピオ催事場（滝沢市砂込 389-20）（予定）
●受験手続き
　・試験案内（受験申込書）の配布
　　下記財団のホームページからダウンロードしてください。
　　（各市町村・広域振興局の窓口では配布しません）
　・受験申込期間
　　６月１日（水）～30日（木）※消印有効
　・受験資格
　　�国家資格に基づく業務に従事した期間が５年以上かつ業務に従事

した実働日数が900日以上（一部相談援助業務の期間が５年以上か
つ900日以上）の実務経験を有すること

●申込・問合せ
　（公財）いきいき岩手支援財団　
　総務・公表課　☎ 626-0196

㈲佐藤時計店

遠くもスッキリ！
近くもクッキリ！
遠くもスッキリ！
近くもクッキリ！

45歳を越えたら
　遠近両用メガネを
　　どうぞ！

45歳を越えたら
　遠近両用メガネを
　　どうぞ！

オガール店は紫波中央眼科の東隣です

オガール店
☎672-5572

日詰店
☎676-2838

気持ちも若返ります（店主の感想）

（　     ）レンズ1組
12,000円～

辛口コース･甘口コース
１１,０００円各 （税込）

詳細はホームページでも
ご確認いただけます。

検索

（株）紫波フルーツパーク
紫波町遠山字松原1-11 道の駅紫波200メートル奥 ☎019-676-5301

http://www.shiwa-fruitspark.co.jp/
紫波ワイン

14



児童手当・特例給付の制度が、
6月から一部変わります

●現況届の提出は原則不要になります
　一部の人を除いて児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出
は原則不要となります。引き続き現況届の提出が必要な人には個別に
案内をお送りしています。
　※�すでに申請している内容に変更が生じた場合は随時、届け出をお

願いします。

●�所得が基準額以上の人は児童手当・特例給付が受けられなくなります
　児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月期支給分(6 月～9月分)
から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合は、
受給資格が消滅となり児童手当・特例給付は支給されません。
　なお、令和 4年 6月10日支給分 (2 月分～5月分）は従来の基準によ
り支給します。
　また、児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、各種控除
後の所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書
などを提出し、受給資格を得る手続きが必要です。
　引き続き現況届の提出が必要となる場合や所得上限限度額などにつ
いての詳細は、町のホームページをご確認ください。

●問合せ
　こども課�子育て支援係�
　☎ 672-2111�内線 3185

お子さまのいるご家庭の皆さんへお子さまのいるご家庭の皆さんへ

省エネルギー対策セミナー

●日時　６月26日（日）午前10時30分～正午
●会場　情報交流館�2 階�大スタジオ
●対象　町内在住の人
●定員　50人
●講師　一般財団法人�省エネルギーセンター
●申込期限
　６月24日（金）
●申込・問合せ
　環境課�地球温暖化対策係
　☎ 672-2111�内線 2251
　　����672-2311�
　　　��kankyo@town.shiwa.iwate.jp

　家電製品の使い方や選び方、衣食住における電気・ガスの使
用に係る省エネルギー対策などを学ぶためのセミナーを開催し
ます。どなたでも、気軽にお申し込みください。

未来のためにできることを未来のためにできることを

催し

参加無料

先着順

６月は食育月間です

第一歩はこれだ！
　・手洗い、うがい名人になろう
　・みんなと一緒にごはんを食べよう
　・食や農を支える人に感謝の気持ちを伝えよう

　６月は食育月間です。また、毎月19日は食育の日です。町は、
食育ピクトグラムを活用し、食育の「わかる！楽しい！」を発
信していきます。日頃の食生活を振り返り、健康な体への第一
歩を踏み出しましょう。

町の食農情報発信サイト「紫波の食ナビ」はこちらから

毎日の食事をもっと楽しく！毎日の食事をもっと楽しく！

ホームページ インスタグラム 農林水産省の食育ピクトグラム

●問合せ
農政課�農業振興係
☎ 672-2111�内線2243

「町地域福祉活動計画」
策定委員の募集

●応募資格
　町内に在住または在勤する18歳以上で、福祉に関心がある人
●募集人数
　若干名
●任期　令和4年7月から令和5年3月まで（年3～4回程度会議を開催）
●報酬　会議に出席した都度、本会の報酬規程に基づき支払います。
●応募方法　
　�６月17日（金）までに住所・氏名・電話番号・志望動機を記入し、書
面（様式自由）持参または電子メールで応募ください。
●問合せ
　紫波町社会福祉協議会
　☎ 672-3258　
　　　�shiwa-shakyo@ce.wakwak.com

　町社会福祉協議会では、「みんなで助け合い誰もが安心して
暮らすことができる福祉でまちづくり」の実現に向け、「第２
期紫波町地域福祉活動計画」の策定委員を募集します。

安心できる暮らしをつくる安心できる暮らしをつくる

募集

医療法人社団
帰厚堂

■診療科目／内科・脳神経内科・リハビリテーション科・脳神経外科・循環器内科
■診 療 日／月曜～金曜　■休　診／土曜・日曜・祝日
■診療時間／9：15～17：00（受付時間／8：30～12：00、13：00～16：00）

〒028-3621 矢巾町広宮沢第1地割2番181
TEL（697）5211 FAX（697）5215南昌病院

南
昌
福
祉
の
里

〜
医
療・保
健・福
祉

　三
位
一体
で
質
の
高
い
療
園
〜

TEL（697）3288 FAX（697）0641

介護老人
保健施設 敬愛荘

紫波町小屋敷字新在家90番地

https://www.lafrance.co.jp/

お肌に優しいアルカリ性温泉

ラ・フランス温泉館フロントで「運転免許証」など
紫波町民であることを証明できるものを提示ください。

※土・日・祝祭日・GW・お盆・年末年始等の当社が指定する期間はご利用できません。

つるりん
TEL 019-673-8555

ラ・フランス温泉館

紫波町民入浴割引
大人 700円▶450円
小人 350円▶250円

お問い
合わせ

ラ・フランス温泉館

町民限定
Special Price

サウナ
好評営業中
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行政事務員�採用試験

●採用予定数　1人
●受験資格　
　①高校以上（大学、短期大学を含む）を卒業した人
　② 3年以上民間企業などにおける職務経験がある人
　③パソコン（ワード、エクセル）の基本操作ができる人
●勤務条件　
　任用期間…令和 4年 9月 1日から令和 5年 3月31日まで
　勤務時間…1日 6時間45分（週33時間45分）
　報酬…月額14万2054円
　手当など…期末手当（12月）、通勤費用（町の規定による）
●試験日・内容
　�書類選考の上、面接試験により合格者を決定します。
　面接　7月20日（水）　町役場
●申込方法
　�総務課職員係で配布または、町のホームページからダウン
ロードした申込書類に必要事項を記入し、作文とともに7
月5日（火）正午までに提出
●申込・問合せ　総務課�職員係　☎ 672-2111�内線 2009

　町は、一般行政事務に従事する行政事務員（会計年度任用職
員）の採用試験を行います。

町役場で働きませんか町役場で働きませんか

町社会福祉協議会職員の募集

●令和４年度採用職員
　①総合職・正職員３人　②職業指導員・嘱託職員１人　
　③訪問介護員・パート職員１人
●令和５年度採用職員
　①総合職・正職員４人　②指導員（デイサービス）・パート職員１人
●申込・問合せ　�７月７日（木）午後 5時まで
　紫波町社会福祉協議会�職員採用係　☎ 672-3258

　受験資格や試験内容など詳しくは紫波町社会福祉協議会
のホームページに掲載している要項をご覧ください。

　町社会福祉協議会では、令和４年度採用職員と令和５年度採
用職員を募集します。

福祉の仕事に興味がある人へ福祉の仕事に興味がある人へ

相談

認知症なんでも相談

●日時　７月７日（木）午後２時～４時
●会場　情報交流館�１階�市民交流ステージ
●問合せ
　長寿介護課�高齢者支援係　☎ 672-2111�内線 1232

　町内に３カ所あるグループホーム（認知症対応型共同生活介
護事業所）の職員と町の認知症地域支援推進員が認知症に関す
る相談に応じます。どなたでも相談できます。気軽にご相談く
ださい。

現場スタッフがお答えします現場スタッフがお答えします

申込不要

参加無料

ほいくのしごと出張相談会

●日時
　7月14日(木)、8月26日(金)、10月26日（水）
　いずれも午前10時～正午
●会場　情報交流館�2 階　小スタジオ１
●内容　保育の就職相談、専任コーディネーターによる情報提供など
●対象者
　・保育士の就職について相談したい人 (学生も可)
　・子ども同伴可。※託児はありません。
●申込・問合せ
　岩手県保育士・保育所支援センター�担当�山田　☎ 637-9605

　就職支援の一環として、保育士資格をもつ人向けの出張相談
会を実施します。

保育士資格を生かしませんか保育士資格を生かしませんか

予約優先

「紫波警察署庁舎等整備事業」
「岩崎川広域河川改修事業」の意見公募

●公募期間　６月15日(水)～７月20日（水）
●資料設置場所
　�県庁行政情報センターおよび県民室、行政情報サブセンター、県のホー
ムページ（サイト内検索で「パブリックコメント」と入力）
など
●提出先・問合せ　
　岩手県�県政策企画課�評価担当　☎ 629-5181

　県では、町内で実施予定・実施中の大規模事業について、事
業実施・継続が適切であるか評価しました。その内容について、
皆さんからのご意見を募集します。

県の事業をどう思われますか？県の事業をどう思われますか？

年金コーナー 【担当】町民課�給付年金係
☎ 672-2111�内線 1264

年金出張相談会
　盛岡年金事務所による年金出張相談会が開催されま
す。厚生年金・国民年金の資格、受給に関する相談や手
続きができますので、この機会をぜひご利用ください。

■日時
　７月27日（水）午前10時～午後３時30分
■会場
　役場３階�会議室302
■持ち物
　・年金証書や年金手帳など、本人確認できるもの
　・�本人以外がお越しになる場合は、「本人からの委任状」と「代理

人の本人確認書類（運転免許証など）」
　※相談内容によって異なりますので、予約時に確認してください。
■申込
　・前日までに年金事務所へご予約ください。
　・予約が埋まり次第、受付は終了となります。
■申込・問合せ　
　盛岡年金事務所�お客様相談室　☎ 623-6211（代表）

年金についての不安を解消年金についての不安を解消
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警察からのお知らせ

　自転車は「車両」です。交通ルールを遵守して、歩行者など
に配慮した安全利用と、ヘルメットの着用をお願いします。

株式会社シリウス（佐藤幸夫代表取締役）は、
防災に関する知識や非常時の対策の学習のため、

防災を学ぶ世界地図300部を町へ。

６月１日現在　町内分を新着順に一部抽出

◇掲載項目（求人者名／職種求人数／求人番号）

■�丸新運輸�有限会社／運転手（4t・6t）　3 人／ 03010-
12400321
■�富国生命保険�相互会社�盛岡支社�岩手中央営業所／営業
総合職（営業所長候補生）　3人／ 03010-12370621
■�株式会社�みちのくクボタ／セールス職（紫波店）1人／
03040-02587921
■�医療法人�芳譲会� 渡辺内科医院／看護職員　1 人／
03010-11949521
■�紫波中央小児科（紫波中央病児保育室）／保育士　1人
／ 03010-11957221
■�株式会社�オーバス／施工スタッフ（岩手営業所）2人／
04010-31038721
■�フルハーフサービス株式会社�岩手工場／トラックボ
デー・トレーラの修理工、整備工（有資格者）1 人／
03010-11864021、トラックボデー・トレーラの修理工、
整備工（無資格者）1人／ 03010-11865721
■�医療法人�法成会�平和台病院／看護師又は准看護師　2人
／ 03010-11851321

※�この他にも求人があります。詳しくは、ハローワークの
専用サイトでご確認ください。
　（役場庁舎 1階でも閲覧可）

■問合せ
　ハローワーク盛岡（盛岡公共職業安定所）
　☎ 624-8902

善意の窓

ハローワーク求人情報

行事カレンダー6月20日〜7月19日

４
月

交通事故（人身）

盗難被害件数��※年計には変動があります。

飲酒運転摘発者数 火災件数

4 件　うち65歳以上　0件
（年計��9 件　うち65歳以上　1件）

建物侵入盗
乗り物盗
万引車上ねらい等

1件
0件
1件

（年計 11件）
（年計���1 件）
（年計���6 件）

0件（年計��3 件） 1件（年計��1 件）

■問合せ��消防防災課�消防防災係�☎�672-2111��内線2360

6/20 月 まちづくり座談会　水分公民館（P14）

21 火
消費税のインボイス制度説明会、登録申請相談会
（6月おしらせ P3）
ほいくの仕事出張相談会（6月おしらせ P2）
まちづくり座談会　彦部公民館（P14）

22 水 まちづくり座談会　佐比内公民館（P14）

23 木 シルバー人材センター入会説明会（4月おしらせ P3）
まちづくり座談会　長岡公民館（P14）

24 金

25 土

個人番号カード（マイナンバーカード）休日交付窓口
（要予約・午前9時〜正午）
県民体育大会自転車競技（自転車競技場）
聞く・書く・伝える　誰でもできる !『聞き書き』のはじ
めかた（6月おしらせ P7）
まちづくり座談会　赤石公民館（P14）

26 日
県自転車ロードレース大会（町東部周回ロードコース）
省エネルギー対策セミナー（P15）
野村胡堂・あらえびす記念館　企画展展示解説（P21）

27 月 年金出張相談会（P16）

28 火

29 水

30 木 シルバー人材センター入会説明会（4月お知らせ P3）

7/1 金

2 土

3 日 自転車競技場開放日

4 月

5 火

6 水 紫波町図書館×もりサポコラボセミナー（P20）

7 木
シルバー人材センター入会説明会（4月お知らせ P3）
町地区対抗ゲートボール大会（町多目的スポーツ施設）
認知症なんでも相談（P16）

8 金 子育て支援講座（6月お知らせ P2）

9 土
子育て支援講座（6月お知らせ P2）
個人番号カード（マイナンバーカード）休日交付窓口
（要予約・午前9時〜正午）

10 日 紫波町図書館調べる学習コンクール応援企画（P20）

11 月

12 火

13 水

14 木 シルバー人材センター入会説明会（4月お知らせ P3）
ほいくの仕事出張相談会（P16）

15 金

16 土 第321回あらえびすレコード定期コンサート（P21）

17 日 自転車競技場開放日

18 月 海の日

19 火

町県民税1期
口座振替6/27（月）
納付期限6/30（木）

花巻

旧店舗

紫波総合高校

紫波町
役場

店舗

オ
ガ
ー
ル

紫
波

紫
波
中
央
駅

東
北
本
線

盛
岡

国
道
４
号

まるもり整骨院まるもり整骨院
※出張による施術ご相談ください。

○受付時間
　平日　  9 時～13 時
　　　　15 時～22 時
　土曜　  9 時～13 時
　　　　  午後休業
○休院日  日曜・祝日
住所　岩手県紫波郡紫波町日詰字朝日田 59-11

☎019-671-1162
※コロナ感染対策のため、事前予約にて承っております。
ご協力頂きますようよろしくお願いします。

予約・
お問合せ

出会い支援相談（午後7時〜）　中央公民館　☎672-3372
ふれあい相談　紫波町社会福祉協議会　☎672-3258
多重債務弁護士相談会　県民生活センター（要予約）　盛岡市中央通3　☎624-2209
ITサポートコーナー（午前10時〜午後4時）　情報交流館２階�ITスタジオ　
情報交流館　休館日
野村胡堂・あらえびす記念館　休館日
窓口延長日（町民課・税務課　午後7時まで）
移動デジタル相談（時間・場所については問い合わせください）
☎672-2111�内線2312
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●介護保険の加入者（被保険者）
サービスを受けられる要件 介護保険料の納め方

40歳から
64歳まで
の人

医療保険加入者で、加齢に
関係する疾病（特定疾病※）
により介護が必要な状態に
なった場合

医療保険料と一体的に徴収

65歳以上
の人

病気やけがなどで介護が必
要な状態になった場合

町が徴収（原則、年金から
の天引き）
65歳になった月の分から納
めることになります。

※国で定める16の特定疾病

・末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭
じん

帯
たい

骨化症・
骨折を伴う骨粗しょう症・初老期における認知症・進行性核上性ま
ひ、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・
脊柱管 狭

きょう

窄
さく

症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障がい、糖尿
病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患（脳出血、脳梗塞、くも
膜下出血など）・閉

へい

塞
そく

性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関
節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

●介護サービスの利用方法
　介護サービスを利用するには、手続きにより要介護（要支
援）認定を受けることが必要です。
　病気やけがなどで各種サービスを利用したいときは、長寿介
護課 介護保険係へご相談ください。また、高齢者の総合的な
相談支援の窓口として、「地域包括支援センター」を設置してい
ますので気軽にご相談ください。

●主な介護サービス
　以下のような介護サービスを受けられます。本人の要介護度
や事業所の種類などにより、利用できるサービス内容や回数、
費用は異なります。
自宅で受けるサービス
・ヘルパーによる食事準備や入浴、掃除や買い物など身の回

りのことの支援
・専門職によるリハビリテーション
・通院が困難な人への医師や看護師などによる支援
・用具のレンタルや、購入費用への補助（車いす、ベッドな

ど）
・自宅内の手すりの設置や段差の解消など小規模な住宅改

修工事への補助
日帰りで利用する施設サービス（デイサービス・デイケア）
　施設に通って受ける食事、入浴などの日常生活の支援やリ
ハビリテーション
泊まりで利用する施設サービス
　自宅での生活が困難になった場合の施設入所、短期間の
宿泊

●介護保険料の財源
　介護保険制度は、公費50％、介護保険料50％（40歳以上65
歳未満27％、65歳以上23％）の財源構成でまかなわれていま
す。一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。誰もが
安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納
めましょう。

■問合せ
役場 長寿介護課 介護保険係
 　☎ 672-2111 内線1220、1221、5194、5195
紫波町地域包括支援センター（長寿介護課内）　☎ 671-1101

　介護保険は、加齢や病気によって介護が必要となった人が安心して自立した生活を送れるように、 
社会全体で支え合う制度です。費用は、40歳以上の人の保険料と公費でまかなわれています。　　
　町では、65歳以上の人のうち、およそ５人に１人がサービスを必要とし、要介護認定を受けています。

健康で働く意欲のある60歳以上の町民の方を対象に
入会説明会 を開催しています。

空いている時間を活かしてみませんか

日時：毎週木曜日 午前9時30分から
場所：紫波町シルバー人材センター
〈東北銀行紫波支店北側：銭形平次会館2階〉
  ※変更になる場合がありますので事前にお問い合わせください。

☎019-672-1274
紫波町シルバー人材センター公益社団法人

siwa@sjc.ne.jp
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今月のお仕事をご紹介♪
①

②

時給： 円
月収例／165 ,000円以上可

場 所 ： 紫 　 波  　 ／ 休 日 ： 日 ・ 他
時 間 ： 8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 0 0 （ 実 働 7 時 間 2 0 分 ）
仕 事 内 容 : 事 務 （ 庶 務 係 ・ 受 発 注 な ど ）
半 年 後 は 正 社 員 に な れ ま す ♪ 経 験 者 優 遇 ！

場 所 ： 紫 　 波  　 ／ 休 日 ： 水 ・ 日
時 間 ： 8 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0 （ 実 働 7 時 間 4 5 分 ）
仕 事 内 容 : 事 務 作 業 ・ 軽 作 業 あ り
2 0 代 ～ 5 0 代 男 性 活 躍 中 ！ 見 学 で き ま す ！

1 ,000

時給： 円
月収例／170 ,000円以上可
1 ,000

あ な た に 合 っ た お 仕 事 が 見 つ か る か も ！
ま だ ま だ お 仕 事 あ り ま す ！ ご 相 談 く だ さ い ♪
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総合体育館と 
サン・ビレッジ紫波が 
明るくなりました 
～照明をLED化～

　町は総合体育館やサン・ビ
レッジ紫波などの照明をLED
化しました。照明設備などの機能向上により、競技者の視認性向上とスポー
ツ大会の開催時における演出機能を強化しました。また、消費電力の低減
による二酸化炭素の排出抑制や、照明の長寿命化も期待されます。
　総合体育館の卓球室で子どもたちを指導している利用者からは「とても
明るい卓球室になり、球がよく見えて快適にプレーできるようになりました」
と喜びの声が寄せられました。
　また、バレーボールで総合体育館の大アリーナを利用した人からは「照度
が上がり、トスで挙げられたボールが見やすくなりました。いい環境でプレー
できるようになってうれしいです」との感想が寄せられました。ぜひご利用く
ださい。
■利用申込み
紫波町総合体育館　☎676-2650
サン・ビレッジ紫波　☎671-2888
　※7月1日からスポーツ施設としての利用を再開します。

●令和4年度　市民参加予定

　町は、市民参加条例に基づき、市民と行政が協働
でまちづくりを行うために、さまざまな施策において
皆さんのご意見を聞く機会を設けています。令和4年
度の市民参加の実施予定は下の表のとおりです。

皆さんの声をお寄せください

豊か な公が息 づ く ま ち

もっと活気ある町を！さまざまな活動を町が支援！

対象 市民参加する
事項 対象事項の概要 市民参加の方法

（審議会などは名称） 実施予定時期 担当部署

市民参加の
対象となる
事項

紫波町投票区
再編計画（終了）

町の小学校再編に伴い、令和４年７月の参議院議員通常
選挙から投票所の変更・統合を予定していることから、投
票区の再編にあたりその基本方針を示した「紫波町投票
区再編計画」を策定するものです。

住民説明会（意見交換含む）
4月15日 志和地区
4月18日 彦部地区

（実施済み）
選挙管理
委員会住民アンケート ４月7日〜28日

（実施済み）

意見公募 ４月7日〜28日
（実施済み）

紫波町空家等
対策計画

近年、人口減少や高齢化、社会的ニーズの変化などに伴
い、空家などが増加しています。空家等に係る施策を計画
的に実施し、快適に暮らせる良好な住環境をつくることを
目的として紫波町空家等対策計画(計画期間H30〜R4)を
策定したところです。現行の計画期間が本年度満了になり、
今後も空家等の施策を取り組むために改定するものです。

意見公募 ８月

都市計画
課アンケート 令和４年２月〜３月

（実施済み）

空家等対策協議会 ４月、７月、９月

児童館機能の
整理

子育て環境の変化、家族の就労状況などの変化に対応
し、町独自の児童館機能の整理を進めるものです。

地域説明会 ８月
こども課

子ども・子育て会議 10月

国土利用計画
紫波町計画

国土利用計画は、「土地についての公共の福祉の優先」な
どを基本理念に踏まえ、町の区域における土地利用の基
本事項について定めています。第1次計画の策定（H4）か
ら大幅に年月が経過し、町土を取り巻く社会情勢が大きく
変化している状況から、第三次総合計画で掲げる「暮らし
心地の良いまち」の実現に向けて、適切な土地利用の促
進や転換などを図るため改定するものです。

意見交換会 ６月下旬〜７月上旬

企画課意見公募 ９月上旬〜下旬

国土利用計画紫波町
計画有識者会議(仮称) ８月上旬、10月下旬

紫波運動公園  テニスコート総合体育館  卓球室

総合体育館  大アリーナ

■問合せ　企画課 地域づくり係　☎672-2111 内線2320

まちの話題
身近なまちの話題について
お寄せください。
連絡先　企画課 総合政策係
　　　　☎672-2111 内線2311
　　　　  sougou@town.shiwa.iwate.jp

インスタグラム
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図書館からのお知らせ

紫波町図書館×紫波町図書館×
もりサポコラボセミナーもりサポコラボセミナー
「じぶんってどんなひと？」「じぶんってどんなひと？」

ふしぎかいけつ！ふしぎかいけつ！
調べる学習マスター�2022調べる学習マスター�2022
紫波町図書館調べる学習コンクール紫波町図書館調べる学習コンクール

応援企画応援企画
開催日：７月６日（水）午前10時30分〜正午

開催日：7月10日（日）はじめて編�午前10時〜正午
� ステップアップ編�午後１時〜３時

☎671-3
み

7
な

4
よ

6
む

要申込

　簡単な質問に答えて自己分析ができる「エゴグラム

（性格診断法）」で自分の特性を知り、普段の生活や

仕事に生かしてみませんか？

■場所　町図書館　ミーティングルーム1

■定員　４人

■講師　もりおか若者サポートセンター

　同日午後から、もりサポ就労相談会 in紫波町図書

館もあります。

■申込・問合せ

　町図書館カウンター�または�☎671-3746

要申込

　図書館を使って自分の「ぎもん」や「ふしぎ」を解き
明かしてみませんか。講座開催650回を超えるベテラン
講師をお迎えして、「調べるテーマの決め方」や「調べた
ことをわかりやすくまとめる方法」が楽しく学べます。

　　　　はじめて編　　�小学１〜３年生（保護者同伴）
■対象

　ステップアップ編　　小学３〜６年生

■場所　情報交流館�中スタジオ
■定員　各15人
■講師　藤田�利江�さん（学校図書館スーパーバイザー）
■申込・問合せ
　町図書館カウンター�または�☎671-3746

6〜7月の休館日6〜7月の休館日
� 6月13日（月）
� 20日（月）
� 27日（月）
� 30日（木）

� 7月4日（月）
� 11日（月）
� 19日（火）
� 25日（月）
� 29日（金）

図書館の情報は図書館の情報は
HP、SNSでもHP、SNSでも
発信しています。発信しています。

作品募集締切日

8月課題：�7月15日（金）必着
※令和４年７月課題より、締切日が変更になりました。

「今月の文芸」コーナー

移動図書館移動図書館

か
た
く
り
号

巡
回
日
程

15日
（水）

16日
（木）

14日
（木）

13日
（水）

巡回日 図書館の来館が困難な人にも図書館の来館が困難な人にも
気軽に本を読んでもらえるように運行しています！気軽に本を読んでもらえるように運行しています！

赤石公民館 9:20〜 9:40
高水寺　武田さん 9:55〜10:15
美容室エス 10:20〜10:40
前郷公民館 10:45〜11:05
ビューシティー古館11:10〜11:30

ぬくもり 13:15〜13:35
城戸醤油店 13:45〜14:05
上平沢えんどり14:10〜14:30
水分公民館 14:40〜15:00

犬淵�吉田さん 9:20〜 9:40
小屋敷公民館 10:05〜10:25
山王海土地改良区10:35〜10:55
百寿の郷 11:00〜11:20

赤石保育園 13:15〜 13:35
藤原商店 13:50〜 14:10
平和台病院 14:25〜 14:55
橘建設 15:05〜 15:25

※天候・交通状況などによる多少の時間のズレはご了承ください。

2才～おとなまで
エレクトーン・ピアノ

●お気軽にお問合わせください

090ー7337ー8323

生 徒 随 時 募 集生 徒 随 時 募 集

090ー7337ー8323

2才～おとなまで
エレクトーン・ピアノ

♪♪月･火･木
レッスン
月･火･木
レッスン

♪♪無料体験
レッスンは
要予約

無料体験
レッスンは
要予約紫波町東長岡字上大平34-1

TEL 019-696-4377

家に近くて
倒せない木
伐採します

見積
無料

クレーン＆伐採の

㈱ワイズ

6

6

7

7

HP フェイスブックインスタグラム

　毎月第３土曜日に、絵本のよみきかせや手遊び歌など、お子
さんを対象とした楽しいおはなし会を開催しています。
読み手：かくれんぼ

ボランティアによる絵本などの読み聞かせ

おおははななしし会会としょかんとしょかん
幼児対象

申込不要 11:00-11:30167
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野村胡堂・あらえびす記念館のイベント情報

第320回あらえびす
レコード定期コンサート
日時：６月19日（日）午後2時〜 4時

■プログラム
クラシック名盤『楽聖物語』62
� ほっとひといきコンサート
♪曲はお楽しみに！� 解説：侘美�淳さん

入場無料 申込不要

第321回あらえびす
レコード定期コンサート
日時：７月16日（土）�午後６時30分〜

■プログラム
あらえびすのレコードコンサート�東京帝大編��Vol.４
胡堂が母校の東京帝大（現・東大）で行ったレコー
ドコンサートのプログラムを再現します。
昭和11年8月29日開催プログラムから
♪ハイドン／弦楽四重奏曲「皇帝」
♪ハイドン／天地創造　他
� 解説：当館学芸員

入場無料 申込不要

【４月末の人口】[人口] 33,081人（＋57）[世帯] 12,751（＋40）[男] 15,888人（＋34）[女] 17,193人（＋23）
※令和4年4月1日から30日までに町へ届出された分から、町に住所のある人を掲載しています。(人口は、外国人の住民登録者を加えた数を記載しています)

6 〜7月の休館日

詳しくはこちら

6月13日（月）
� 20日（月）
� 27日（月）
7月 4 日（月）
� 11日（月）
� 19日（火）
� 25日（月）

令和４年度第１回企画展
T
ザ

he�G
グ ラ モ フ ィ ル

RAMOPHIL
〜あらえびすと仲間たちが創った音楽雑誌〜�

開催期間：６月14日（火）〜９月30日（金）

　『ザ・グラモフィル』は、昭和5年にあらえびすが中心となって創刊したレコード
専門の音楽雑誌です。あらえびすをはじめ、音楽に情熱を注いだ仲間たちによる
評論やレコード紹介文が好評で、多くの人から支持されました。
　本展では、昭和16年に雑誌が終刊を迎えるまでの幅広い活動や、あらえびす
と音楽愛好家たちの交流を紹介します。
■展示解説日� 6月26日（日）午後1時30分〜
■入�館�料� 310円（大人）／�150円（小中高生）　　　　

要入館料

ふしぎの世界�昆虫と科学
日時：７月23日（土）　科学編　午後１時30分〜
　　　　　　　　　　�昆虫編　午後６時〜

■内　容　　科学編　超低温の世界の実験
　　　　　　昆虫編　夜の昆虫観察会
■定　員　　科学編　小学生親子14組
　　　　　　昆虫編　小学生以下の親子20組
■申　込　　6月11日（土）午前９時から受け付けます。
　　　　　　☎676-6896�または� �676-6897で申し込みください。

参加無料 要申込

町の慶弔
誕 生誕 生

☎676-6896��　�676-6897

氏名　 住所 届出人

浅沼　昊
そら

翔
と

日　詰 貴拡

石杜　朔
さく

麻
ま

佐比内 翼

大沼　蒼
そう

佑
すけ

南日詰 翼

横沢　穏
のどか

東長岡 太一

竹田　碧
あお

羽
ば

二日町 勝彦

お くや みお くや み

氏名　 年齢 住所

代　マツノ 99 佐比内

齊 　博子 87 上平沢

畠山　哲
さとし

47 北日詰

長谷川　正男 89 日　詰

中村　照美 72 高水寺

野崎　嗣
つぐ

雄
お

87 北日詰

氏名　 年齢 住所

坂井野澤　榮一 85 高水寺

畠山　良
りょう

子
こ

93 片　寄

佐々木　恭子 87 高水寺

吉田　ノブ 98 南伝法寺

結 婚結 婚

氏名　 住所 届出人

川村　悠
ゆう

真
ま

日　詰 真久

佐々木　陽
は

琉
る

桜　町 隼

伊藤　瑚
こ

々
こ

花
な

桜　町 和也

氏名　 住所

♥
佐々木　夏季
阿部　ななみ

佐比内
花巻市

※記念館に入館する時は、感染症対策の一環として、
マスクの着用と手指の消毒、検温にご協力ください。

※5月1日〜15日届出
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　里山リノベーション担当の岡本です。佐比内地区で、初
めての冬を過ごし、ついに待望の春がやってきました。かね
てより、農村での農業に魅力を感じていた私は、この春か
ら野菜作りに挑戦しています。畑には親しみを込めて「な
つかのおつまみ畑」と愛称を付けました。この畑で作った
野菜をおつまみにして、町のおいしいお酒を味わうことを
夢見ています！
　一から野菜作りをするのは初めてですが、先輩方に教
えてもらいながら日々精進していきます。近い将来この畑
が、農業に興味のある若者や地域の皆さんが集う場所に

 〈担当〉企画課 地域おこし協力隊 ☎ 672-2111  内線5126

地域おこし協力隊
岡本 夏佳さん

なったらいいなと思っています。
　昨年から始めた里山イベントを今年も開催しています。
おつまみ畑を会場にしたイベントもご案内したいと思って
いるのでぜひ遊びにきてください。

写真左から佐々木さん、佐藤さん

● つばめの森

お二人の作品とインタビューの続きは、
ウェブサイト「つばめの森」でご覧ください。

―お二人の活動についてお聞かせください。
佐々木さん　私は実家の「畠山写真館」で、学校の卒業アル
バムの制作などの仕事を行う傍ら、今年、自身のブランドとし
て「トキオモイ」を立ち上げました。町内各所での撮影の他、
ドライフラワー専門店「とわか」内で、家族写真の撮影など
も行っています。
佐藤さん　僕は「ひととき写」というブランドで活動してい
て、今年、盛岡市にフォトスタジオをオープンしました。

　自分が“好き”、“やりたい”という気持ちを原動力にした
活動をしている方々の大切な“たからもの”を見せていただ
く気持ちでお話を伺う本コーナー。

〈執筆〉企画課 総合政策係／つばめの森 編集部 冨澤 有華
 ☎ 672-2111  内線2314

お話を伺ったのは…
フォトグラファー 佐々木 彩香さん
フォトグラファー 佐藤 彰洋さん

―今後どんな活動をしていきたいですか？
佐々木さん　町内の産婦人科で生まれて、ここで育った私で
も、知らない所がたくさんあるなと感じています。それを知
りたいですし、そこで出会う人たちを撮って、町の美しさを
発信していきたいです。
佐藤さん　今は小さなチーム単位でもＳＮＳを活用すること
で活動を広げられますし、写真が好きな人や、カメラマンにな
りたいけどどう踏み出したらいいかわからない人とつながっ
て、新しいチームを立ち上げたりするのも面白いですね。
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　「ものづくりが好きなので、自分で考え自分の手で作り
たかった」。北海道出身の鈴木さんは岩手大学の大学院
卒業後、製造業の企業で商品設計に携わっていましたが、
農業に魅力を感じ、農家になることを決意。８年間勤めた
会社を辞め、新たな道を歩み始めました。
　しかし「栽培技術がない、農地がない」。そこで、新規就
農者向けセミナーや農家のもとで研修を受けました。農
業について学び、作付けする野菜をミニトマトとネギ、そし
てスナップエンドウに選定。日詰の妻の実家近くに暮ら

町長メッセージ
紫波町長　熊谷 泉

野菜農家　鈴木 啓さん

就農の夢を紫波で実現！
季節を感じながら野菜づくりに情熱注ぐ

　株式会社エルテスが、昨年6月、東京都千代田区から本
町のオガールベース内に本店を移転してから約一年になり
ます。エルテスは、当町赤沢出身の菅原貴弘氏が2004年
に設立したＩＴベンチャー企業で、東証マザーズ（現：東証
グロース）に上場するまでに発展した会社です。
　町は、同社と2020年に町内のデジタル化を進める包括
連携協定を締結しました。国も2021年にデジタル庁を開
設しデジタル化を図るためにさまざまな施策を打ち出して
います。町も行政のデジタル化は始まったばかりで、まず
は町のお知らせや住民支援情報を簡単に確認できる「し
わなび」と、お散歩アプリ「よりみちしわ」を公開していま
すので、ぜひご利用ください。
　また、昨年はエルテスの紹介で株式会社ピーシーデポ
コーポレーションとの三者協定も締結し、デジタル格差
解消のため移動デジタル相談車が町内を巡回していま
す。今年に入り、ウリドキ株式会社を紹介していただき協

定を結びました。同社はＩＴを活用して家庭に眠っている
資源をリユースする会社です。
　ウリドキの木暮社長は、2020年時点で国内のリユース
市場は約2.4兆円で、いまだ6割の人々が中古品の譲渡や
売却をしておらず、押し入れの中に眠っているものが約44
兆円以上もあると指摘しています。特に収納スペースがあ
る農家ではその傾向が強まるといい、私もドキリとしまし
た。環境負荷の軽減に向けた同社との取り組みを改めて
お知らせします。
　さて、町は今月号の広報紙から、紙面をより見やすく
し、効果的に情報を町民の皆さんにお届けするため、紙面
サイズをこれまでよりも一回り大きいタブロイド判に変更
しました。広報紙の発行回数は月1回となりますが、ホー
ムページやアプリでの情報発信も組み合わせながら、さま
ざまな手段で町の情報を得られる環境づくりを進めてま
いります。

しながら、土舘の農地を約 1ha 取得し設備や資材も整え
2021年、専業農家として独り立ちしました。
　スナップエンドウは６月上旬から出荷が始まります。朝
4 時から収穫してJAへ出荷、紫波マルシェにも納品。
　「日の出から日没まで畑仕事でぐったり。それでも農家
になってよかった」と満足気な鈴木さん。「自然の中で季
節の変化を感じ、体を動かす充実感があります。今後、さ
まざまな野菜栽培に取り組みたい」と日焼けした顔がほこ
ろびます。
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これまでの活動を振り返る鷹觜さん（左）、西村さん（中央）、檜山さん（右）

しわりりが運営するウェブサイト「りりまっぷ＠日詰」で
日詰地区のお店の魅力を発信（２次元コードはページ下部）

2021年にオープンしたコミュニティスペース「カフェしわりり」

全国に認められた商店街
　2021年、「はばたく商店街30選」
に日詰商店街が選ばれました。長い
歴史を誇る商店街でありながら若
者や女性の活動を受け入れる柔軟
性、そして民間団体による能動的な
町おこしの取り組みが評価されてい
ます。その背景には、町を盛り上げよ
うと積極的に活動している民間団体
や地域の人々の「多様なつながり」が
あります。町を盛り上げるいくつかの
組織の中、注目を集めているのが、
情報発信団体「しわりり」です。

「しわりり」とは？
　ウェブサイトやSNSを活用して紫
波町の魅力を発信するしわりりは、
現在6人のメンバーで活動中。一人
ひとりのメンバーが持つ個性を生
かしながら、地域課題の解決に向け
て日々取り組んでいます。主な舞台
は日詰商店街。活動に興味を持った
人が気軽に遊びに来ることができ

紫波町広報紙「しわねっと」1081号  令和4年6月８日／発行  紫波町／〒028-3392 紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1／編集・印刷  山口北州印刷株式会社

る「カフェしわりり」の運営や、自主
企画イベントの開催など、自分たち
がやってみたいと思うことに次々に
挑戦しています。しわりりの他にも、
年々商店街のにぎわいが低下して
いく状況に危機感を持った地域の
人々が団体を立ち上げて積極的に
活動を始めており、町では地域おこ
し協力隊制度を活用して外部から
人を受け入れたりと、町の空気は少
しずつ良い方向に変化しています。

欲しい町は自分でつくる
　商店街で食堂を営んでいる鷹觜さ
んは、この商店街の新しい動きに大
きな可能性を感じています。「欲しい
町は、自分たちの手でつくる。町の活
性化を目的にするのではなく、まず
は自分が一番楽しいことをして、日
常が潤っていくのがいい。無駄話が
できる場所とか、『あの人と会えて良
かった』という体験とか。そういう、商
店街だからこそ味わえる魅力を感じ

ていただきたいです」と話しました。

新しい風、次 と々
　他にも、近代和風建築が魅力の

「 平 井 家 住 宅 」の 活 用 、カフェ兼
シェアオフィスの「Y

ヨ コ サ ワ

OKOSAWA 
C
キ ャ ン パ ス

AMPUS」、7月7日にオープンする
温浴施設「ひづめゆ」など、歴史を大
切にしながら新しいものが生まれて
いる日詰エリア。自分の「欲しい町」
を描いて行動する若者も集まってき
ています。日詰商店街に次々と吹き
込む新しい風は、これからどんな町
を描くのでしょうか。

お話を伺ったのは…

しわりり
コミュニティ担当／藤屋

ものづくり担当

仮装・コスプレ担当

鷹觜 賢次さん

檜山 雄介さん

西村 翔さん

欲しい町は自分でつくる
日詰商店街に吹く新しい風

vol.1

● りりまっぷ＠日詰
日詰地区にある飲食店や商店を中
心にその魅力を発信しています。

● しわりり
身近な地域課題を、情報技術を
ベースに解決していく団体「しわ
りり」のウェブサイト。

ぜひこちらもご覧ください！
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