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今月の表紙 「お２人そろって１００歳１００歳」

１月２８日、介護老人保健施設あしろ宛で、同

宛に入所している伊藤エキさんと羽澤リセさん

の満１００歳をお祝いする会が開催されました。

当日は田村正彦市長もお祝いに駆け付け、長寿

祝い金と花束が贈られました。お元気でこれか

らも長生きしてくださいね。

伊藤エキさん（明治４４年１月２５日生まれ、繋沢）

羽澤リセさん（明治４４年１月２日生まれ、戸沢）
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スポーツ安全保険は、５人以上のアマチュアの

スポーツ、文化、ボランティア、地域、指導活動

などを行う社会教育関係団体の構成員を対象とす

る補償制度です。万一の事故に備え、安心して活

共済
見舞金

保 険 金 額

掛け金
（１人年額）

対象となる事故の範囲対 象
加入
区分

賠償責任保険
支払い限度額
（免責金額なし）

傷害保険

通院
（１日）

入院
（１日）

後遺障害
（最高）

死亡

１８０万円

身体賠償１人１億円
身体・財物賠償合算

１事故５億円
１,５００円４,０００円３,０００万円２,０００万円６００円

団体活動全般
中学生以下
の子ども

Ａ１

身体賠償
１人１億５００万円

身体・財物賠償合算
１事故５億５００万円

２,０００円５,０００円３,１５０万円２,１００万円

１,１５０円ＡＷ

対象外
身体・財物賠償合算

１事故５００万円
５００円１,０００円１５０万円１００万円上記以外の個人活動など

１８０万円
身体賠償１人１億円
身体・財物賠償合算

１事故５億円

１,５００円４,０００円３,０００万円２,０００万円６００円
文化、ボランティア、地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け

高校生以上

Ａ２

１,０００円２,５００円１,５００万円１,０００万円１,１００円スポーツ活動の指導限定ＡＣ

１,０００円１,８００円９００万円６００万円８００円スポーツ活動６５歳以上Ｂ

１,５００円４,０００円３,０００万円２,０００万円１,６００円
スポーツ活動
スポーツ活動の指導

高校生以上Ｃ

１,０００円１,８００円７５０万円５００万円９,０００円
危険度の高いスポーツ活動
（山岳登はんなど）

全年齢Ｄ

１,５００円４,０００円３,０００万円２,０００万円６００円
短期スポーツ教室
（開催期間３カ月以内の活動）
※教室ごとに５人以上で加入可能

全年齢
※インターネッ
トのみで受け付け

短期
スポーツ
教室

スポーツ安全保険の加入者募集

小さな掛け金、大きな補償

動するために加入しましょう（保険期間は４月１

日から翌年３月３１日まで）。

詳しくは、市体育協会（７０-１６００）・同松尾支

部（７６-３２３７）・同安代支部（７２-２８７７）まで。

同共女男

画参

男性と女性が対等な立場

で社会活動をすることがで

きる「男女共同参画社会」

の実現が求められています。

性別に関係なく、意欲に

応じてあらゆる分野で活躍

できる社会を目指し、八幡

平市男女共同参画フォーラ

ムを開催します。お気軽に

ご参加ください。

自分らしい生き方のために

フォーラムを開催します
昨年は約７０人が参加

■日時 ２月２７日、午後１時から４時半まで

■場所 西根地区市民センター

■内容 基調講演、パネルディスカッション

▼基調講演 講師：宮桂子
みや けい こ

さん（青森県横浜町。ＮＰ

Ｏ法人菜の花トラストｉｎ

横浜町事務局長）

▼パネルディスカッション

テーマ：「私たちが拓く
ひら

八幡平市の将来」

コーディネーター：吉野

英岐さん（県立大学総合政
ひで き

策学部教授）、パネリス

ト：枡沢博子さん（平泉女性の会会長）ほか
ます ざわ ひろ こ

詳しくは、市教育委員会事務局生涯学習課

（７４-２１１１、内線２３２３）まで。
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市では、河川の水質汚濁を防止し、清潔で住み

よいまちづくりを進めるため、し尿と生活雑排水

を処理する浄化槽の設置を推進しています。

２３年度分の市設置型戸別浄化槽の設置希望者を

次のとおり募集します。

■申込期限

▼ １次募集 ３月２５日 （予定工期７月～１０月）

▼ ２次募集 ４月２７日 （予定工期８月～１１月）

工期は、申込人数などで変更になる場合があり

ます。また、申込数が設置予定基数に達した時点

で募集を締め切ります。申請前に用意していただ

く書類や手続きなどがあるので、早めにお問い合

わせください。

■対象地域 市内全域 （ただし、公共下水道事業

区域、特定環境保全公共下水道区域、農業集落排

水事業区域、そのほか集合浄化槽区域などは対象

となりません。詳しくはお問い合わせください）

■申し込み方法 建設部下水道課 （松尾総合支所

内）に備え付けの申請書に必要事項を記入の上、

図面などの必要書類を添えて提出してください。

詳しくは、市役所下水道課（・内線２２３３）まで。

各課からのHOTLINE

建設部
下水道課

市設置型個別浄化槽
希望者を募集します

教育委員会
学校教育課

進学への夢を支援
奨学金を貸します

市教育委員会は、高校などに通う皆さんに奨学

金の貸し付けを行います。

■対象 市内に住所がある人の子弟で、高校や大

学、各種学校などに在学している人（所得制限と

貸付人数の枠があります）

■貸付金額 高校や各種学校は月額２万円以内、

大学や短期大学は月額３万円以内

■貸し付け条件 無利子（学校卒業後１年間据え

置き、その後８年以内で月賦償還）

■必要書類 奨学金貸付申請書（市内に住所が

ある２人の保証人が必要）、家族調書、本人

の住民票抄本、学業成績証明書、在学証明書

（入学者は合格通知書の写し）。申請書と家族調

書は、市教育委員会学校教育課（松尾総合支所２

階）のほか、各総合支所地域振興課にあります。

■申請期間 随時（４月分からの貸付希望者は、

３月３１日まで）

詳しくは、市教育委員会事務局学校教育課（

７４-２１１１、内線２３１４）まで。

産業部
農政課

コスト削減で経営安定
市営牧野の放牧牛募集

市は、市営牧野への放牧牛を募集します。

■放牧予定期間 ５月上旬から１１月下旬まで

■申込期間 ２月２５日から３月２５日まで

■申し込み方法 市役所農政課畜産係、松尾総合

支所地域振興課、安代総合支所土木林業課に備え

付けの用紙で申し込んでください。

詳しくは、市役所農政課 （・内線１２７４）まで。

産業部
農業振興支援センター

あなたの知識活用しませんか
農業担い手指導員募集します

市は、次により農業担い手指導員を募集します。

■募集職種 農業担い手指導員（非常勤職員）

■業務内容 農業者（担い手）の育成・確保や

経営改善指導・助言・事業導入などの支援、集

落営農組織の育成指導、新規就農者の育成、

農地利用集積、認定農業者などの組織活動支援

■応募資格 ４月１日現在、満１８歳以上で健康

な人。普通自動車免許を有し、パソコン（ワー

ド・エクセル）を使える人（営農指導などの実務

経験者優遇）

■募集人数 １人

市が浄化槽本体を設置するとともに、その

後の維持管理を行います。

ただし、浄化槽本体以外の宅内排水設備工

事や流入管・放流管工事は個人が行うことに

なります。

また、設置した人には、分担金と毎月の浄

化槽使用料を納めていただきます。

■雇用期間 １年以内（１週間で４日間勤務）

■就業時間 午前８時半から午後４時４５分まで

■選考 ３月上旬に、市役所で面接による選考を

行います。（別途通知します）

■報酬 １６８,７００円（別途通勤手当を支給）

■応募方法 市販の履歴書または市農業振興支援

センターで配付する履歴書に必要事項を記入し、

市農業振興支援センターへ提出してください。

■応募期限 ３月２日（当日消印有効）

詳しくは、市役所農業振興支援センター（・

内線１６００）まで。

■市設置型戸別浄化槽とは■
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２月21日～３月20日

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）

◆平日・土曜日の夜間の小児救急受診先

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・祝日の小児救急受診先

９：００～１７：００→休日救急当番医

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 １４:００～呼 吸 器

西 根 病 院（７６-３１１１）

第３月曜日 １４:００～腎 臓

第３水曜日 １４:００～血 液

第３木曜日 １４:００～神 経

毎週火曜日 午前中糖 尿 病※

第２水曜日 １３:３０～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、医師が必要と判断した場合、次回から予

約受診になります。診療日は変更する場合があります。電話で事前確認願います。

休日救急当番医（昼休み時間を除く）

電話番号病院名当番日

70-1100（市 内）吉田内科呼吸器科医院
２月２７日

0186-23-4131（鹿角市）鹿角中央病院

76-2318（市 内）森整形外科
３月６日

0186-30-0035（鹿角市）笹村整形外科

76-3220（市 内） 瓜田外科胃腸科医院
３月１３日

0186-23-7612（鹿角市） 長橋医院

78-2511（市 内）東八幡平病院
３月２０日

0186-37-3511（鹿角市） 大湯リハビリ病院

75-2632（市 内）赤坂こどもクリニック
３月２１日

0186-35-3002（鹿角市）本田医院

小児救急病院

（中 央）27小児救急病院

（こども）26
■市役所閉庁日

■平舘公民館＝ローンボール

ズを楽しむ会 ９:３０～１２:００

（平舘体育館）

■図書館＝おはなしのじかん

１５:００～１５:３０

■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)、第２回雪

上ゴルフチャンピオン大会Ｉ

Ｎ八幡平（雪上パークゴルフ

競技） ９:００～(田山グラウ

ンド)

■市役所閉庁日

■体育協会＝第２回雪上ゴル

フチャンピオン大会ＩＮ八幡

平（雪上グラウンド・ゴルフ

競技） ９:００～(田山グラウ

ンド)

小児救急病院

（日 赤）６小児救急病院

（中 央)５
■市役所閉庁日

■図書館休館日

■体育協会＝第２回市民ス

キーツアー ８:００～１４:３０(下

倉スキー場)

■市役所閉庁日

■大更公民館＝イキ！イキ！

自然塾⑧夜行性の動物を観察

しよう！ ９:００～１６:００

■平舘公民館＝なんでも道場

「閉 講 式」 ９:３０～１２:００

（県民の森・木工センター）

■寺田公民館＝第13回寺田公

民 館 ま つ り ９:４５～１６:００

（６日まで）

■図書館休館日

小児救急病院

（医 大）13小児救急病院

（こども）12
■市役所閉庁日■市役所閉庁日

■図書館＝新刊子どもの本を

読む会 １０:００～１１:３０、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

（中 央）20小児救急病院

（医 大）19
■市役所閉庁日■市役所閉庁日

■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)

各種相談 ※相談名欄に（要予約）と記載のある相談は、事前予約が必要です。

担当（予約先）場所日時相談名

市役所市民課

(・内線１１３４)
西根地区市民センター

３月１８日

１０：００～１５：００

くらしとお金の安心

相談（要予約）

市役所市民課

(・内線１１３４)

西根地区市民センター、松尾

総合支所、安代若者センター

３月１０日

９：００～１２：００
特設人権相談

市役所市民課

(・内線１１３４)
西根地区市民センター

３月８日

１３：００～１６：００

悪質商法トラブル・多

重債務相談（要予約）

市役所保健課

(・内線１１５４)
西根地区市民センター

３月１４日

１３：３０～１７：００

こころの健康相談

（要予約）

市役所保健課

(・内線１１５６)
平舘公民館

３月１６日

９：３０～１０：３０
定期健康相談

市役所保健課

(・内線１１42)
西根地区市民センター

３月１７日

１０：００～１５：３０
年金相談

２/２１総合福祉センター（松尾地域振興課・内線２１０７）

２/２１安代総合支所（安代地域振興課・内線３１２３）

3/18田山支所（安代地域振興課・内線３１２３）

3/20西根地区市民センター（西根地域振興課・内線１１２２）

行政相談

９：００～１２：００

各
種
相
談
の
日
程
は
、
こ
の
ペ
ー
ジ
の
下
欄
に
ま
と
め
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
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八幡平支局長

佐々木浩

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）23小児救急病院

（日 赤）22小児救急病院

（中 央）
221

■保健課＝親子教室 受付

９：４０～９：５５（西根地区市民セン

ター）

■大更公民館＝ふれあい講座、

閉講式 １０:００～１２:３０

■田頭公民館＝バレエエクサ

サイズ １０:００～１２:００

■安代地区公民館＝桜餅・草

餅 作 り １３:３０～１５:３０ (五

日市公民館)

■保健課＝乳児健康相談・離

乳食講習 受付９:３０～９:５０

（安代保健センター)

■議会事務局＝市議会第１回

定例会開会日 １０:００～（会

期は約３週間）

■平舘公民館＝編み物教室①

９:３０～１２:００

■寺田公民館＝オカリナ教室

１０:００～１２:００

■田頭公民館＝曙大学閉講式

１０:００～１４:００

■平舘公民館＝ＰＰバンドで

実用かご作り② ９:００～１６:３０

■寺田公民館＝詩吟教室

１３:００～１５:００

■松尾地区公民館＝手芸講座

１０:００～１５:００

■安代地区公民館＝図書室休

み (２４日まで)

■図書館休館日

■体育協会＝ヤング（６０歳以

下）ゲートボール講習会

１８:４０～２０:３０(市総合運動公

園体育館)

■図書館＝「昭和史」を学ぶ

会 １３:００～１５:３０

小児救急病院

（医 大）

小児救急病院

（日 赤）

小児救急病院

（中 央）

小児救急病院

（川久保）
3小児救急病院

（医 大）2
■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）

■図書館休館日

■広報はちまんたい発行日

■松尾地区公民館＝移動図書

１２:３０～１５:０５(松尾地区)

■図書館休館日

■保健課＝もうすぐパパママ

教 室 受 付１８：１０～１８：３０(田

頭公民館)

■平舘公民館＝編み物教室②

９:３０～１２:００

■松尾地区公民館＝移動図書

１２:３０～１５:０５(松尾地区)

■図書館休館日

■保健課＝乳児健診 受付

１３:００～１３:１５(西根地区市民

センター)

■平舘公民館＝ＰＰバンドで

実用かご作り③ ９:００～１６:３０

■寺田公民館＝子ども映画会

１０:００～１０:４０（寺田保育所）、

１５:２０～１６:００（寺田公民館）

■図書館＝蔵書点検（９日ま

で）、図書館休館日

■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)、ヤング

（６０歳以下）ゲートボール講

習会 １８:４０～２０:３０(同)

小児救急病院

（中 央）11小児救急病院

（医 大）10小児救急病院

（日 赤）

小児救急病院

（中 央）

小児救急病院

（医 大）

■田頭公民館＝バレエエクサ

サイズ １０:００～１２:００

■図書館＝あみぐるみ教室

１０:００～１５:００

■平舘公民館＝老春大学「閉

講式・講演会（悪質商法に負

けないために）」 ９:３０～

１２:００

■松尾地区公民館＝手芸講座

１０:００～１５:００

■安代地区公民館＝地域再発

見講座「みつけた！雑穀のお

いしさ」 ９:３０～１２:３０

■保健課＝３歳児健診 受付

１３:００～１３:１５(西根地区市民

センター)

■寺田公民館＝オカリナ教室

１０:００～１２:００

■図書館休館日

■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)

■平舘公民館＝ＰＰバンドで

実用かご作り④ ９:００～

１６:３０

■図書館休館日

■体育協会＝ヤング（６０歳以

下）ゲートボール講習会

１８:４０～２０:３０(市総合運動公

園体育館)

■平舘公民館＝編み物教室③

９:３０～１２:００

■図書館休館日

小児救急病院

（日 赤）1小児救急病院

（中 央）17小児救急病院

（医 大）16小児救急病院

（川久保）1小児救急病院

（中 央）1
■田頭公民館＝子ども映画会

１６:００～１７:００（田頭学童保

育クラブ）

■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)

■田頭公民館＝子ども映画会

１５:３０～１６:３０（平笠学童保

育クラブ）

■図書館＝本のクリニック

１０:００～１５:００

■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＝子ども映画会

１５:００～１５:４５（大 更 保 育

所）、１６:１５～１７:００（大更公

民館）

■平舘公民館＝子ども映画会

１０:００～１１:００（平舘保育園）

■平舘公民館＝子ども映画会

１６:００～１７:００（平舘学童）、

ＰＰバンドで実用かご作り⑤

９:００～１６:３０

■寺田公民館＝詩吟教室

１３:００～１５:００

■図書館休館日

■大更公民館＝子ども映画会

１６:００～１６:４５（東大更学童）



盛岡公共職業安定所では、３００

万円以上の事業所設置・整備や創

業に伴い、３人以上 （創業は２人

以上）を新規雇用した場合、地域

求職者雇用奨励金を交付します。

■交付額 新規雇用した人数など

に応じ、４０万円から９００万円まで

（事業主の都合で離職した人を新

規雇用した場合は追加交付あり）

詳しくは、盛岡公共職業安定所

（０１９-６２４-８９０５）まで。

訪問介護員養成研修２級課程講

座を開催します。

■開催期間 ４月１日から５月

１８日まで （全２０回）

■場所 盛岡八幡宮参集殿

■定員 ４５人 （対象年齢不問）

■受講料 ６５，０００円 （テキスト代、

実習費含む）

詳しくは、岩手県高齢者福祉生

活協同組合（０１９-６５３-５８３０）まで。

「消したかな あなたを守る

合言葉」を統一標語に、３月１日

から７日まで、春の火災予防

週間が実施されます。

八幡平消防署や各出張所では、

防火座談会や初期消火訓練を随時

行いますので、ご相談ください。

詳しくは、八幡平消防署（７６-

２１１９）、松尾出張所（７４-２１１９）安

代出張所 （７２-３１１９）まで。

県では、３月１日から７日

までの建築物防災週間期間中、次

により防災相談所を開設します。

■日時 ３月１日から４日ま

でと７日、午前８時半から午後

５時１５分まで

■場所 盛岡広域振興局土木部

■内容 建物の地震対策、火災や

がけ崩れなどに関する相談

詳しくは、盛岡広域振興局土木

部 （０１９-６２９-６６５０）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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あなたの家は大丈夫？
防災相談所開設します

■お知らせ号編 集 後 記
２月７日のスキーインターハイ２日目は、

猛吹雪に見舞われました。延期や中止が心配

されたスペシャルジャンプも、関係者の懸命

な努力で何とか実施されました。会場の片隅

では、畑中啓夢選手（盛岡農高３年・金沢）
ひろ む

を心配そうに見つめる家族の姿が。地元開催、

しかもたった一人の本県代表ジャンプ選手と

して、大きなプレッシャーとも戦っていた啓

夢選手は、上位入賞こそ果たせませんでした

が、とても光り輝いていました。（津志田）

火災から命と財産守ろう
春の火災予防週間を実施

「ＴＷＯ－Ｍ（ツーエム）の皆さんによる、歌と

朗読の世界が繰り広げられました」

(１月２１日、安代小・安代中ＰＴＡ合同教育講演会）

「平舘出身の國
くに

香よう子さん（二戸市）が、自
か

費で中国に小学校を建てた話を披露」

（１月２１日、平舘実践区教育振興運動実践交流会）

「寺田城城主・北
きた

愛
ちか

一の子孫である北
かず

敏
とし

昭
あき

さん（写真手前）を招き、座談会を開催」

（１月２９日、七時雨体験観光施設）

新規雇用人数に応じ
事業所に奨励金交付

昨年１２月に全戸配布した 「八幡平市市勢要覧」と、１月上旬に

全戸配布した 「はちまんたい暮らしのガイドブック」に、次のと

おり誤りがありました。深くおわびし、ここに訂正します。

◎八幡平市市勢要覧

▼３４㌻ 新安比温泉静流閣と、ＡＰＰＩ温泉パティオの写真が逆

◎はちまんたい暮らしのガイドブック

▼ １㌻ 誤：市の鳥 「アカマツ」→正：市の木 「アカマツ」

▼８７㌻ 誤：安代歯科医院→正：アオキ歯科医院

おわびと訂正

訪問介護員養成研修の
２級課程を開催します

ＪＲ花輪線全線開通８０周年記念

イメージキャラクターのデザイン

（カラー）と名前を募集します。

■応募方法 住所、名前（ふりが

な）、年齢、職業（学校名・学年）、

作品の説明（２００字以内）を添付

し、郵送か電子メール（データは

gifかjpeg形式）で応募ください。

■応募期限 ３月１１日

詳しくは、花輪線利用促進協議

会事務局（鹿角市役所観光交流課

内、０１８６-３０-０２４８、電子メー

ルjrhanawa@ink.or.jp）まで。

ＮＨＫ学園では、通信教育によ

るコミュニティー・ボランティア

専攻の生徒を募集しています。

■学習期間 半年間

■出願期限 ３月２２日

詳しくは、ＮＨＫ学園 （０４２-

５７２-３１５１）まで。

森林ボランティア講座の受講生

を募集します。（全２１回開催）

■開催期間 ４月から１年間

■場所 研修林（盛岡市手代森）

■参加費 一般６，０００円、学生

３，０００円（年間）

■募集人数 先着４０人

詳しくは、ＮＰＯ法人いわて森

林再生研究会（０１９-６６３-０５４７）

まで。

酒器などを展示即売する 「酒と

肴の器 百選 百様」を行います。

■日時 ２月２５日から２７日ま

で、午前１０時から午後４時まで

■場所 株式会社わしの尾母屋

期間中、酒蔵見学会 （午前１１時、

午後１時の２回、各１０人程度。要

予約）や利き酒なども行われます。

詳しくは、株式会社わしの尾

（７６-３２１１）まで。

大更商店街活性化推進委員会と

市商工会では、おおぶけまちなか

ギャラリー 「大更と鉱山の昔語り

写真展」を開催します。

■日時 ２月２５日から３月４日

まで、午前１０時から午後４時ま

で （開催初日から２７日までの３日

間は、スタンプラリーも開催）

■場所 わしの尾、ワイドライフ

ヒロシマ、開福酒店、まつもり呉

服店、マルタカ

詳しくは、八幡平市商工会 （

７６-２０４０田村）まで。

３月３日の「耳の日」を記念し、

耳の日無料相談会を開催します。

■日時 ２月２７日、午前１０時か

ら午後１時まで（事前予約不要）

■場所 岩手医大循環器センター

詳しくは、岩手医大耳鼻咽喉科

（０１９-６５１-５１１１、内線６８０４）まで。

認知症について学ぶ市民講座を

開催します （入場無料）。

■日時 ２月２４日、午前１０時か

ら１１時半まで

■場所 西根地区市民センター

■講演内容 「学ぼう、考えよう、

認知症のこと」

■講師 千葉喜久也さん （東京有
き く や

明医療大学准教授）

詳しくは、介護生活相談所陽だ
ひ

まり（７８-２２２８）まで。

自分や家族の心の悩み、ひきこ

もり、認知症、飲酒問題などにつ

いて専門医による相談を行います。

また、今回は消費者信用生活協

同組合の相談員による生活費、借

金などお金の相談も行います。

■日時 ３月１４日、午後１時半

から（事前予約が必要です）

■場所 西根地区市民センター

■申込期限 ３月９日

詳しくは、市役所保健課（・

内線１１５４）まで。

二戸高等技術専門校の２３年度入

校生を再募集します。

■募集訓練科 建築科

■募集人数 若干名

■応募期限 ２月２５日

詳しくは、二戸高等技術専門校

（０１９５-２３-２２２７）まで。

はちまんたい広報07

地元の作家が提案する
酒と肴の器の展示販売

チェンソーによる間伐や
枝打ちの仕方を教えます

大更商店街の５店舗で
昔懐かしい写真を展示心の悩みやお金の心配事

お気軽にご相談ください

難聴でお悩みの人対象に
耳の日無料相談会を開催

認知症について学ぼう
市民講座を開催します

ＮＨＫ学園の通信教育で
１科目から自由に学ぼう

全線開通８０周年記念し
イメージキャラを募集

「認定農業者の皆さんが、グラウンドゴルフで

交流を深めました」

（１月２６日、いこいの村岩手体育館）

「八幡平建設職組合の皆さんが、ポパイの家の

利用者約30人に手打ちそばを振舞いました」

（２月１日、田頭コミュニティセンター）

「八幡平市観光キャンペーンレディの宮野奈

津美さん（右端）も、祭りに華を添えました」

（１月２９日、第49回名護さくら祭り）

二戸高等技術専門校で
建築技術身に付けよう



※広報はちまんたい２月１７日号（No.１２２）の印刷経費は１部１４.７円（税込み）です。広報はちまんたいへの広告

掲載を随時募集しています。広告掲載【お知らせ号】の問い合わせは市役所総務課（・内線１２１８）まで。
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笑顔であいさつすることの大切さを語り掛ける川又登志子さん

２月４日、県民会館大ホールで、八幡平市民歌のＣ

Ｄを作成するための録音が行われました。

録音には、作曲と編曲を手がけた林芳輝さん（作曲
よし てる

家、岩手大学名誉教授）が立ち会い、声楽家の佐々木

正利さん（岩手大学教育学部教授）や、鎌田滋子さん
まさ とし かま だ しげ こ

（県立大学社会福祉学部准教授）による独唱各１曲の

ほか、岩手大学合唱団３５人による混声合唱２曲が録音

されました。

収録曲を収めたＣＤは、３月下旬完成の予定です。

歌に新たな命を吹き込む
ＣＤ作成に向けて八幡平市民歌を録音

２月４日、西根地区市民センターで、岩手大学地域

連携フォーラムin八幡平が開催されました。

このフォーラムは、岩手大学で進められている研究

内容や、同大学を含む県内５大学で構成する「いわて

高等教育コンソーシアム」の活動などを紹介するため

に開かれたもので、市民など約１３０人が出席しました。

学生発表では、学生たちが兄川地域や横間地域で地

域資源マップ作りなどに取り組んだ事例を発表。独特

の文化や自然を生かした地域づくりを提言しました。

学生が地域を元気にする
岩手大学地域連携フォーラムin八幡平

１月２５日、特別養護老人ホーム富士見荘で、平成２２

年度ボランティア養成講座が開講しました（全５回）。

この講座は、ボランティア活動参加のきっかけとな

ることを目的に、社会福祉法人みちのく協会（関口知
とも

男理事長）が主催したもので、約２０人が参加しました。
お

この日は、関口理事長など３人による講話を実施。

市社会福祉協議会の川又登志子次長は、「ボランティア
と し こ

活動では、笑顔のあいさつが相手に幸せと元気を与え

ます。積極的に話し掛けましょう」と語りました。

みんなで支え合うまちに
富士見荘でボランティア養成講座開講

【広告】この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

「地域づくりは、みんなでやる地域の一体感が大切」と語る学生

岩手大学合唱団３５人により、合唱２曲の録音が行われました


