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今月の表紙 「実りの秋って楽しいね」

１０月１日、田頭小学校（菊池忠雄校長、児童

１１１人）の５、６年生３９人が稲刈りを体験しま

した。好天に恵まれた中、児童たちは、たわわ

に実った稲を１株１株刈り取りました。収穫し

た米は、１１月ごろ道の駅にしねで販売し、売り

上げを福祉団体に寄付する予定です。
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「市民憲章推進大会」
「第１３回少年少女の詩『江間章子賞』授与式」
「八幡平市民歌披露」

開催します

日時 １１月３日（水・祝）、午前９時半から正午まで（受付は午前９時から）

場所 西根地区体育館

内容

◎市民憲章唱和

◎市勢功労者表彰（9：50）

◎まちづくり講演会（10：25）

・平舘地域振興協議会 小林仁さん（椛沢）
しのぶ

演題：稲荷神社を通しての「協働のまちづくり」に挑戦

・松尾地区地域振興協議会 新
しん

坂
ざか

正
まさ

見さん（上寄木）
み

演題：刈屋地区のまちづくりについて

◎第１３回少年少女の詩「江間章子賞」授与式（11：10）

◎市民歌披露（11：45）

・斉唱：西根中学校・西根第一中学校

◎大会決議

（時間は目安です。実際の時間は、進行状況により前後します）

１１月３日、西根地区体育館で、平成２２年度八幡平市市民憲章

推進大会を開催します。

今回の推進大会では、昨年度まで別日程で開催していた少年少

女の詩 「江間章子賞」授与式を同時開催するほか、昨年度から制

定が進められてきた八幡平市民歌が初披露されます。

どなたでも出席できますので、ぜひ会場にお越しください。
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児童扶養手当法が一部改正され、８月から父子

家庭にも支給されるようになりました。

支給対象は、父母が婚姻を解消した場合のほか、

母親が死亡または一定程度の障がいがある家庭の

子どもと生計を同じくしている父親です。

７月３１日現在で該当になる人が１１月３０日まで

に手続きすると、８月分から支給が受けられます。

詳しくは、市福祉部児童福祉課児童福祉係

（・内線１１７７）まで。

児童扶養手当拡大
父子家庭にも支給

福祉部
児童福祉課

企画総務部
総務課

国勢調査調査票の
提出お済みですか

毎月１回、西根地区市民センターで開催してい

る「年金相談」が、１０月から予約制で開催するこ

とになりました。これは、相談内容の充実や、待

ち時間の解消を目的としたものです。

予約は、市市民部保健課のほか、松尾・安代各

総合支所の地域振興課窓口で受け付けしています。

また、盛岡年金事務所（０１９-６２３-６２１１）に直接

予約することもできます。

詳しくは、市市民部保健課国保年金係 （・内

線１１４５）まで。

基本的人権を守る人権擁護委

員の委嘱状が、１０月１日付で法

務大臣から八幡博さん（石名
や はた ひろし

坂）に交付されました。

八幡さんは、９月３０日の任期

満了で退任した安保忠雄さん
あん ぼ ただ お

（田山下）の後任で、任期は平

成２５年９月３０日までです。

人権擁護委員は、毎月１０日ごろ開催の特設人権

相談所などで、皆さんの悩み事などの相談に無料

で応じます。お気軽にご相談ください。

相談日など詳しくは、市市民部市民課戸籍住民

係（・内線１１３４）まで。

八幡平市民ふれあいコンサート

１１月３日（水・祝）

午後１時開場 午後２時開演

市総合運動公園体育館

＊入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
入場整理券の配布場所 市役所本庁（２階 総務課）

市役所松尾総合支所（２階 教育委員会）

大更公民館 田頭公民館 平舘公民館

寺田公民館 松尾地区公民館 安代地区公民館

＊未就学児の入場はご遠慮ください。

主催：陸上自衛隊東北方面音楽隊演奏会実行委員会

事務局 八幡平市教育委員会生涯学習課（・内線２３２３）

後援：自衛隊八幡平協力会、岩手県隊友会岩鷲地区支部八幡平分会

陸上自衛隊東北方面音楽隊演奏会

各課からのHOTLINE

市民部
保健課

待ち時間解消のため
年金相談を予約制に

八幡博さんが国から
人権擁護委員に委嘱

市民部
市民課

八幡博さん

国勢調査は、国内に住むすべての人が対象とな

る、最も重要な統計調査です。「調査票をまだ出

していない人」や「９月中に調査票を記入したが、

内容に変更がある人」は、連絡をお願いします。

詳しくは、市企画総務部総務課広報統計係

（・内線１２１７）まで。
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１０月２５日～１１月２１日

小児救急病院

（医 大）31小児救急病院

（中 央）30
■生涯学習課＝市芸術祭舞台

発表（西根・松尾会場）

10:00～(西根地区市民セン

ター）

小児救急病院

（中 央）７小児救急病院

（医 大）６
■生涯学習課＝市芸術祭舞台

発表（安代会場） 13:00～

(安代小学校体育館）

■平舘公民館＝平舘地区体育

祭シャフルボード大会 9:00

～12:00(平舘体育館)

■松尾地区公民館＝中国語講

座 13:30～15:30(松尾ふれ

あい文化伝承館)

■体育協会＝第５回市クロス

カントリー大会・第１回市ス

ポーツ少年団交流駅伝祭り

8:30～(松尾総合運動公園)

■図書館＝新刊子どもの本を

読む会 10:00～11:30

小児救急病院

（中 央）14小児救急病院

（こども)13
■大更公民館＝イキ！イキ！

自然塾⑥自然の恵みで工作

9:00～16:00（大更周辺）

■体育協会＝第37回西根地区

男女混合バレーボール大会

9:00～(市総合運動公園体育館)、

第５回市民バドミントン大会

8:30～(西根地区体育館)

■松尾地区公民館＝中国語講

座 13:30～15:30(松尾ふれ

あい文化伝承館)

■浅沢公民館＝ふれあい集会

9:00～16:00

■体育協会＝松尾地区小学生

フットサル大会 8:30～(アリー

ナまつお)

■図書館＝短歌を楽しむ会

13:00～15:30、おはなしのじ

かん15:00～15:30

小児救急病院

（医 大）21小児救急病院

（中 央）20
■体育協会＝トレーニング室

講習日 9:30～11:30(市総合

運動公園体育館)

■松尾地区公民館＝中国語講

座 13:30～15:30(松尾ふれ

あい文化伝承館)

■西根地域振興課＝行政相談

9:00～12:00（西根地区市

民センター)

■平舘公民館＝なんでも道場

⑥達人技

SundaySaturday

小児救急入院受入当番病院

当番日電話番号病院名

カレンダー内の
日付右側に毎日
掲載しています

０１９-６５３-１１５１岩手県立中央病院（中央）

０１９-６５１-５１１１岩手医科大学付属病院（医大）

０１９-６３７-３１１１盛岡赤十字病院（日赤）

０１９-６６２-５６５６もりおかこども病院（こども）

０１９-６３５-１３０５川久保病院（川久保）

【小児救急病院の選び方】
◆平日・土曜日の夜間
１９：００～２３：００→盛岡市夜間急患診療所（０１９-６５４-１０８０）
上記の時間以外→小児救急入院受入当番病院
◆日曜日・祝日

９：００～１７：００→休日当番医
１９：００～２３：００→盛岡市夜間急患診療所（０１９-６５４-１０８０）
上記の時間以外→小児救急入院受入当番病院

岩手医大・県立中央病院の出張診療日

診療日時診療科目病院名

第１月曜日 午後２時～呼 吸 器

西 根 病 院
（７６-３１１１）

第３月曜日 午後２時～腎 臓

第３水曜日 午後２時～血 液

第３木曜日 午後２時～神 経

毎週火曜日 午前中糖 尿 病※

第２水曜日 午後１時半～循 環 器※

毎週木曜日 午前中外 科
安代診療所
（７２-３１１５）

第１・３木曜日 午前中脳神経外科
田山診療所
（７３-２１２６）

※糖尿病、循環器は内科で初診を受けた後、医師が必要と判断し
た場合、次回から予約受診することになります。診療日は変更
になる場合があります。電話で確認してからお出掛けください。

休日当番医（昼休み時間を除く）

電話番号病院名当番日

７０-１１００吉田内科呼吸器科医院（市 内）

１０月３１日
０１８６-２３-４１３１鹿角中央病院（鹿角市）

76-２３１８森整形外科（市 内）

１１月３日
０１８６-３５-２０１１小笠原医院（鹿角市）

７６-３２２０瓜田外科胃腸科医院（市 内）

１１月７日
０１８６-２２-２０５５村木医院（鹿角市）

７８-２５１１東八幡平病院（市 内）

１１月１４日
０１８６-３７-3511大湯リハビリ病院（鹿角市）

７５-２６３２赤坂こどもクリニック（市 内）

１１月２１日
０１８６-２３-４１３１鹿角中央病院（鹿角市）
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小児救急病院

（医 大）2小児救急病院

（日 赤）2小児救急病院

（中 央）2小児救急病院

（医 大）2小児救急病院

（日 赤）
102

■保健課＝親子教室 受付9：

40～9：55（西根地区市民セン

ター）

■生涯学習課＝市芸術祭展示

発表 9:00～(西根地区体育

館・安代地区公民館、31日ま

で)、市芸術祭開幕式 9:00

～(西根地区体育館)

■農業委員会＝農業者年金巡

回相談会 受付9:30～11:30

（安代総合支所）、受付

10:00～15:00(市役所３階大

会議室)

■寺田公民館＝茶道教室「寺

子屋」 15:30～16:45

■安代地区公民館＝男のため

の料理教室 10:00～14:00

(五日市公民館)

■保健課＝１歳６カ月児健診

受付13:00～13:15(西根地

区市民センター)

■大更公民館＝自遊人の生き

がい講座③由緒ある西根の神様

をたずねて 8:40～16:00(市内)

■寺田公民館＝自然を歩こう

⑤「桃洞の滝」 7:00～18:00

（秋田県）、オカリナ教室

10:00～12:00

■図書館＝自分史展示会

（11月８日まで）

■体育協会＝市民秋季グラウ

ンドゴルフ交流会 9:00～

(松尾総合運動公園)

■図書館休館日

小児救急病院

（日 赤）

小児救急病院

（中 央）

小児救急病院

（医 大）３小児救急病院

（川久保）

小児救急病院

（中 央）
111

■保健課＝乳児健診 受付

10：30～11：00（安代保健セン

ター）、１歳児健診 受付12：

45～13：00（同）、１歳６カ月

児健診 受付13：00～13：15

（同）、３歳児健診 受付13：

15～13：30（同）

■安代地区公民館＝成人講座

「そば作り講習会」 10:00

～12:30、成人講座「寸劇・

ミニ講演」 13:00～14:30

■広報はちまんたい発行日

■田頭公民館＝消しゴムハン

コ教室 10:00～15:00

■浅沢公民館＝ヨガ教室

19:00～20:30

■生涯学習課ほか＝平成２２年

度市民憲章推進大会・第13回

少年少女の詩「江間章子賞」

授与式・市民歌披露 9:30～

12:00(西根地区体育館)、市

民ふれあいコンサート

14:00～(市総合運動公園体育

館)

■保健課＝乳児健診 受付

13:00～13:15(西根地区市民

センター)

■図書館休館日

■大更公民館＝ふれあい講座

④歴史講座 8:45～15:30(八

幡平市、岩手町)

■図書館月初め休館日

小児救急病院

（医 大）12小児救急病院

（日 赤）11小児救急病院

（中 央）10小児救急病院

（医 大）

小児救急病院

（日 赤）

■保健課＝全血献血 受付

9:30～11:00（松尾総合支所)、

12:00～13:00（岩手エッグデ

リカ)、15:00～16:30（八幡

平ハイツ)

■田頭公民館＝曙大学「体力

測定」 10:00～14:00

■体育協会＝トレーニング室講

習日 18:30～20:30(市総合運動

公園体育館)

■図書館＝あみぐるみ教室

10:00～15:00

■大更公民館＝ふれあい講座

⑤映画鑑賞会、創作活動

10:00～15:00

■松尾地区公民館＝移動図書

12:30～15:05(松尾地区)

■保健課＝３歳児健診 受付

13:00～13:15(西根地区市民

センター)

■市民課＝人権相談 9:00～

12:00(西根地区市民センター、松

尾総合支所、安代若者センター)

■寺田公民館＝オカリナ教室

10:00～12:00

■松尾地区公民館＝移動図書

12:30～15:05(松尾地区)

■安代地区公民館＝移動図書

(田山地区)

■保健課＝１歳児健診 受付

13:00～13:15(西根地区市民

センター)、２歳６カ月児健

診 受付9:00～9:15(同)

■寺田公民館＝詩吟講座

13:30～15:30

■松尾地区公民館＝読み聞か

せ講座 10:30～12:00(松尾

ふれあい文化伝承館)

■安代地区公民館＝移動図書

(荒沢地区)

■図書館休館日

■平舘公民館＝平舘地区体育

祭リーグ戦ビニールバレー大

会 19:00～21:00(平舘体育

館)

小児救急病院

（医 大）1小児救急病院

（日 赤）1小児救急病院

（中 央）1小児救急病院

（川久保）1小児救急病院

（医 大）1
■安代地域振興課＝行政相談

9:00～12:00（田山支所)

■広報はちまんたい発行日

■保健課＝乳児健康相談・離

乳食講習 受付9:30～9:50

（田頭公民館)、年金相談

10:00～15:30(西根地区市民

センター）

■寺田公民館＝茶道教室「寺

子屋」 15:30～16:45

■図書館＝本のクリニック

10:00～15:00

■保健課＝平舘地区定期健康

相談 9:30～10:30（平舘公

民館)、もうすぐパパママ教

室 受付9：40～10：00(田頭

公民館)

■図書館休館日■松尾地域振興課＝行政相談

9:00～12:00（総合福祉セ

ンター)

■田頭公民館＝お料理教室

10:00～13:00

■平舘公民館＝老春大学⑤干
え

支づくり 10:00～15:00
と

■図書館＝「昭和史」を学ぶ

会 13:30～15:30
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シベリア戦後強制抑留者に対す

る特別給付金請求を受け付けます。

■請求期限 平成２４年３月３１日

詳しくは、独立行政法人平和祈

念事業特別基金事業部 （０５７０-

０５９-２０４または０３-５８６０-２７４８）まで。

長時間労働などの悩みを労働時

間相談ダイヤルにお寄せください。

■日時 １１月６日、午前９時か

ら午後５時まで

■相談電話番号 ０１２０-７９４-７１３

詳しくは、岩手労働局労働基準

部（０１９-６０４-３００６片山）まで。

いわて合同面接会を開催します。

■東京 １１月６日、午後１時～

４時 （中野サンプラザ１３階）

■仙台 １１月２１日、午後１時～

４時（ホテルＪＡＬシティ仙台２階）

詳細は、いわて地域共同就職支

援センター（０１９-６５１-０４１５）まで。

介護・年金・税金なんでも相談

会を開催します（相談料は無料）。

■日時 １０月２４日、午前１０時か

ら午後３時まで

■場所 西根地区市民センター

詳しくは、特別養護老人ホーム

富士見荘 （７８-２４５５杣）まで。
そま

「八幡平ワインと郷土の食を楽

しむゆうべ」を開催します。

■日時 １１月６日、午後６時から

■場所 岩手山焼走り国際交流村

■会費 ４，５００円

詳しくは、岩手山焼走り国際交

流村（７６-２０１３）まで。

県では、８０２０運動 （８０歳で２０

本以上の歯）推進のため、８０２０

推進サポーターを募集します。

■活動内容 各種歯科保健活動に

おける歯科指導やその補助

■応募期限 １０月２７日

詳しくは、市市民部保健課保健

係 （・内線１１５３高橋）まで。

「イイ歯デーテレホン相談」を

次のとおり実施します。

■日時 １１月８日、午前１０時か

ら午後８時まで（０１９-６５１-７３４１）

詳しくは、県保険医協会歯科部

会 （０１９-６５１-７３４１石川）まで。

渡り鳥から鶏などに、高病原性

鳥インフルエンザが感染する危険

があります。鶏舎への野鳥侵入防

止や、周辺消毒を徹底しましょう。

詳しくは、県中央家畜保健衛生

所（０１９-６８８-４１１１）まで。

お
知
ら
せ

詳しくは各担当、各機関に問い合わせを

八幡平市役所 察76-2111
松尾総合支所 察74-2111
安代総合支所 察72-2111

ホームページはこちら

http://www.city.hachimantai.lg.jp/
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「田んぼのぬかるみに足が取られます「田んぼのぬかるみに足が取られます」」

（９月２７日、寺田小学校稲刈り体験（９月２７日、寺田小学校稲刈り体験））

「県立大看護学部の演奏で炭坑節を披露「県立大看護学部の演奏で炭坑節を披露」」

（１０月２日、（１０月２日、東東八幡平病院お楽しみコ八幡平病院お楽しみコンンサーサート）ト）

「ハンガリーの打弦楽「ハンガリーの打弦楽器器ツィンバロンツィンバロン」」

（１０月７日、荒屋新町のスペースＲで斉（１０月７日、荒屋新町のスペースＲで斉藤藤浩浩演奏演奏会会））

県内就職を希望する
皆さんを応援します

戦後強制抑留者の皆さん
特別給付金請求忘れずに

介護や年金などの悩み
なんでも相談ください

歯や口の悩みについて
電話相談受け付けます

歯は健康のバロメーター
地域全体で８０２０運動推進

大地の恵みに感謝し
八幡平ワインで乾杯

■お知らせ号編 集 後 記
この写真は、９月２５、２６日開催の第１２回県中

学生新人テニス大会男子ダブルスで優勝した伊

藤寛
かん

太（写真左）・渡辺
た

大
だい

樹組（西根中２年）です。
き

結果は１０月号で

紹介しましたが、

先日、関係者か

ら写真をご提供

いただきました。

どうもありがと

うございます。

皆さんもどんど

んお寄せくださ

いね。（津志田）

鳥インフルエンザの
発生に気を付けよう

サービス残業の悩み事は
労働時間相談ダイヤルへ

青年海外協力隊やシニア海外ボ

ランティアを募集しています。

■応募資格 青年は満２０歳から３９

歳まで、シニアは満４０歳から６９歳

までの日本国籍をお持ちの方

■応募期限 １１月８日消印有効

各県で説明会も実施中です。

詳細は、国際協力機構（ＪＩＣＡ）

東北支部 （０２２-２２３-４７７２）まで。

市商工会は、地域資源を活用し

た地域活性化シンポジウムを開催

します。ふるってご参加ください。

■日時 １１月５日、午後３時か

ら５時１５分まで

■場所 新安比温泉静流閣

■会費 無料 （懇親会は５，０００円）

■申込期限 １１月２日

詳しくは、市商工会安代支所

（６３-１００１滝沢）まで。

県では、いわて環境王国展

２０１０を開催します （入場無料）。

■日時 １１月１３日・１４日、午

前９時半から午後５時 （１４日は午

後４時）まで

■場所 アイーナ （盛岡駅西口）

■内容 石原良純講演会、西尾由
よしずみ

佳理トークショー、県内の環境に

関する連携取り組み事例発表など

詳しくは、県環境生活企画室

（０１９-６２９-５３２４）まで。

市では、市営住宅の入居者を募

集します。入居者は、住宅に困っ

ている度合いの順に決定し、順位

を決めがたい場合は抽選します。

■募集住宅 （今回は単身入居可）

【公営住宅】

【特定公共賃貸住宅】

■敷金 入居時家賃の３カ月分

■申込期限 11月4日

■申し込み方法 市建設部建設課

（松尾総合支所１階）、各総合支

所地域振興課に備え付けの用紙で

申し込みください （要書類審査）。

■入居抽選会・手続き説明会 １１

月１１日、午前１０時から（松尾総

合支所３階、申込者が対象）

詳しくは、市建設部建設課建築

係 （・内線２５２４竹田）まで。

来年度の検察審査員候補者に、

１１月ごろ通知書が届きます。

これは、裁判員候補者とは違い、

交通事故や犯罪に対する不起訴処

分のよしあしを審査するものです。

検察審査員候補者や検察審査員

は、有権者からくじで選ばれます。

詳しくは、盛岡検察審査会事務

局 （０１９-６２２-３３９１）まで。

市立図書館に、点字冊子 （県議

会だより、点字広報誌ふれあいら

しんばん、生活に関する点字冊子

など）を用意しました。お気軽に

ご利用ください。

詳しくは、市福祉部地域福祉課

障害福祉係 （・内線1167）まで。

初心者や初級者向けスキー・ス

ノーボード無料レッスンのインス

トラクターを募集します。

■雇用期間 １２月１日から平成

２３年３月末日まで

■人数 ㈱岩手ホテル＆リゾート、

東北リゾートサービス㈱各４人

■賃金 月１５万円（各種手当あり）

■要件 現在就労していない人

詳しくは、安比スキー＆スノー

ボー ドスクール （７３-６１２０畠

山）、東北リゾートサービス㈱

（７８-４１１１立花）まで。

第７１回国民体育大会開催基本構

想素案について、意見募集（パブ

リックコメント）を行います。

■実施期間 １１月１５日まで

■素案内容 ２０１６いわて国体や、

県の公式ホームページに掲載

■説明会 １１月４日、午後２時

から３時半まで （盛岡合庁８階）

詳しくは、同大会県準備委員会

事務局（０１９-６２９-６２９９）まで。

はちまんたい広報07

「県内から約１，０００人「県内から約１，０００人がが安比高原に安比高原に集結」集結」

（９月２８日、県地域婦人大会八幡平大会（９月２８日、県地域婦人大会八幡平大会））

「雨が降る中、勇壮に舞う「雨が降る中、勇壮に舞う」」

（９月２３日、曲（９月２３日、曲田田先先
さき

祓祓いい））
はら

「「ハロウィーンパーティーでリンボーダンハロウィーンパーティーでリンボーダンスス」」

（１０月９日、クラリー牧（１０月９日、クラリー牧場場））

あなたの知識と行動力を
海外協力隊で役立てよう

エコの輪をつなげよう
いわて環境王国展２０１０

生活に関する点字冊子
市立図書館にあります

地域資源活用を考えよう
シンポジウム開催します

検察審査員候補者に
通知書お届けします

国体開催基本構想案に
意見をお寄せください

スキー・スノボの魅力を
伝える仲間ここに集まれ

松尾地区の市営住宅
入居者を募集します

間取り
建築
年度

募集
戸数

住宅名

３Ｋ
風呂付き

Ｓ56、
57

３戸時森住宅

間取り
建築
年度

募集
戸数

住宅名

２ＬＤＫ
風呂付き

Ｈ７、
８

３戸湯沢住宅

おわび ９月お知らせ号２㌻ のイーハトーブトライアル大会の記事中、

「普代村まで」は、「田野畑村まで」の誤りでした。
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※広報はちまんたい１０月２１日号（No.１１４）の印刷経費は１部１４.７円（税込み）です。今回は掲載していませんが、経費

の一部は広告料で賄われています。広告掲載【お知らせ号】の問い合わせは市企画総務部総務課（・内線１２１８）まで。
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互いの健康を祝い乾杯する田村留
とめ

三
さぶ

郎さん・
ろう

福
ふく

子さん夫妻（寺田）
こ

市長から辞令書を受け取る星川医師

９月２９日、市総合運動公園体育館で、水谷修講演
みず たに おさむ

会（同講演会実行委員会主催）が開催されました。

水谷さんは、横浜の定時制高校などで教壇に立ちな

がら、深夜の繁華街で非行防止活動に取り組み、テレ

ビドラマのモデルとしても全国的に有名です。

講演では、「夜の世界に幸せはない。来るな」と若

者に警告する一方、親世代には「携帯やインターネッ

トは刃物と同じで、使い方を教えず与えるのは危険」

「しかるより、愛情を注いでください」と語りました。

子どもたちにできること
「夜回り先生」水谷修講演会に市民４００人

１０月１日、国保西根病院（三浦義明院長、60床）に、

常勤外科医として星川浩一医師（４０歳）が着任しました。
ほし かわ こう いち

星川医師は、盛岡市出身で山口大医学部を卒業。旧

安代町の医師養成奨学金制度を活用し、９月まで県高

度救命救急センターに勤務していました。

今回の着任は、同奨学金制度に基づく６年間の義務

履行を果たすもので、田村市長から辞令を受けた星川

医師は、「勉強しながら、地域の方々に貢献していき

たい」と抱負を語りました。

医療を通じて地域に貢献
西根病院に待望の新外科医師が着任

１０月１日、西根地区市民センターで平成２２年度市ダ

イヤモンド婚を祝う会が開催されました。

この会は、市社会福祉協議会が主催したもので、会

場には、結婚６０周年を迎えた３６組（西根地区２３組、松

尾地区２組、安代地区１１組）の皆さんが出席しました。

席上、田村市長が、「皆さんは私たちの手本です。

これからも健康でお過ごしください」と祝辞を述べた

ほか、祝宴では、寺田保育所の園児がかわいい踊りを

披露し、出席者の皆さんを楽しませました。

夫婦の長い道のりに乾杯
市ダイヤモンド婚を祝う会に３６組集う

「消防学校での訓練も終わり、いざ現場へ」

（９月３０日、新採用２人が八幡平消防署に配属）

聴衆に熱く語り掛ける水谷修さん

「西根第一中創立５０周年を祝う清らかな歌声」

（１０月２日、不来方高校音楽部演奏会）

「これまでの活動を振り返り、次への糧に」

（９月２６日、安代ライオンズクラブ３０周年記念式典）




