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今月の表紙 「新しい世界への船出」

３月１日、平舘高校（中川玲
れい

子校長、生徒２９９
こ

人）の卒業式が、同校体育館で行われました。

校章であるムラサキ染めのハンカチを胸に付け

た卒業生８８人は卒業証書を受け取り、３年間の

思い出が詰まった学びやを後に。恩師や後輩な

どの祝福を受け、新しい世界に船出しました。
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主な改正内容係名所属課など

企画総務部

総務課から広報統計係を移設秘書広報係

市長公室

（新設）

総合政策課政策調整係と行政経

営係を再編（政策・行革業務担当）
総合政策係

財政課から移設財政係

秘書業務を市長公室秘書広報係へ行政係

総務課

総合政策課行政経営係を再編

（電算や地デジなどの業務担当）
地域情報係

交通・地域安全業務を市民課に消防防災係

財政課管財係と契約係を統合契約管財係

地域振興課地域振興係を２係に

再編

地域振興係
地域振興課

協働推進係

庁舎建設対策室を名称変更庁舎建設推進室

市民税係
税務課

資産税係

収納第一係、収納第二係、収納

第三係を２係に再編

収納管理係
収納課

収納整理係

市民福祉部（市民部と福祉部を統合）

戸籍住民係

市民課
環境衛生係

地域安全業務を総務課から移設地域安全係

保健課国保年金係を移設国保年金係

福祉総務係と生活保護係を統合生活福祉係
地域福祉課

障害福祉係を名称変更障がい福祉係

児童福祉係
児童福祉課

子育て支援係

保健課保健係を２係に再編
地域医療係健康福祉課

（名称変更）

地域包括支援セン

ター

健康推進係

高齢福祉係

包括支援センター係

産業部

農業振興支援センターとともに

事務室移転（ＪＡ八幡平営農経

済センターから本庁舎２階へ）

農政係
農政課

畜産係

商工労政係

商工観光課 観光振興係

企業対策室を廃し商工観光課に企業立地推進係

建設部

管理係

建設課
土木係

建築係

都市計画係

主な改正内容係名所属課など

建設部（続き）

総務経営係
上水道課

工務係

管理係
下水道課

工務係

会計課

審査係
会計課

出納係

病院・診療所

医局
西根病院

庶務係と医事係を統合事務局

医局
安代診療所

事務係

医局
田山診療所

事務係

議会

庶務係を議事係に統合議事係事務局

監査委員

事務局

教育委員会

総務係

学校教育課 学事係

指導係

生涯学習係
生涯学習課

体育振興係

農業委員会

農地調整係
事務局

農業振興係

選挙管理委員会

事務局

西根総合支所

地域振興係地域振興課

松尾総合支所

地域振興係
地域振興課

市民福祉係

安代総合支所

地域振興係
地域振興課

市民福祉係

市民係田山支所

林業係
土木林業課

産業建設係

４月から

市の組織機構を改正
４月から、市の行政組織・機構が変わります。

住民サービスの維持向上を図り、簡素で効率的組

織とするため、５部１７課を４部１４課に再編します。

主な改正点は、市長の意思決定補佐機能強化の

ため、市長公室を新設、防災機能強化のため、

総務課地域安全係を消防防災係とし、防犯や交通

安全業務を市民課に移設、地域振興課を２係体

制に再編、庁舎建設対策室を名称変更、市民

部と福祉部を統合するとともに、長寿社会課と医

療、保健部門を統合し健康福祉課に再編、課や

係の統合・再編で効率的な組織構築、などです。

なお、事務室の配置は４月号でお知らせします。

（着色した課・係は、変更になった部署）
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各課からのHOTLINE

外来の高額療養費に係る
現物給付化が始まります

市は、一定の要件を満たす世帯を対象に、地上

デジタル放送用簡易チューナーを現物給付します。

■給付の対象 ２４年１月１日現在、八幡平市に住

所があり、次のいずれかに該当する世帯 家族

全員が６５歳以上 家族の誰かが要介護認定（要

介護１～５）を受けている 家族の誰かが「身

体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉

手帳」のいずれかを持っている

■給付の内容 地上デジタル放送用簡易チュー

ナー１台を給付（１世帯１台限り）

■申請期間 ４月２日から２７日まで （土・日

曜日を除く）、午前９時から午後５時まで （期間

内でも、在庫が無くなり次第受け付けを終了）

■申請先 市役所総務課、松尾・安代の各総合支

所地域振興課

■持参するもの 認め印、介護保険証または

身体障害者手帳など （お持ちの人）、運転免許

証など （代理人が申請する場合）

詳しくは、市役所総合政策課政策調整係 （４月

以降は総務課地域情報係、７６-２１１１）まで。

４月１日から、外来に係る高額療養費の現物

給付化が始まります。

これまでは、自己負担限度額を超える高額な外

来診療を受けたとき、いったん医療機関で支払い、

後で高額療養費として支給を受けましたが、４月

１日からは、事前に交付を受けた認定証などを医

療機関の窓口で提示すれば、限度額を超える分を

払う必要がなくなります（保険薬局や指定訪問看

護事業者も同様です）。

認定証などを医療機関に提示しない場合は、従

来どおり、いったん医療機関で支払った後、加入

する医療保険者に高額療養費の支給申請をしてい

ただくことになります。

高額療養費の現物給付に必要な認定証は、加入

する医療保険者に申請し、交付を受けてください。

認定証の申請方法など詳しくは、ご加入の医療

保険者（国民健康保険は市役所保健課国保年金係、

４月以降は市民課国保年金係、７６-２１１１）まで。

■事前の手続きと、病院などで提示するもの

■自己負担限度額（６９歳以下の人）

■自己負担限度額 （７０歳以上の人）

地デジ用簡易チューナー
無償給付を４月から開始

外来（個人単

位）の限度額

外来＋入院（世帯単位）

の限度額
所得区分

１２，０００円４４，４００円一般世帯

４４，４００円

８０，１００円＋（２６７，０００

円を超えた分の１％）、

４回目以降は４４，４００円

現役並み所得者

８，０００円２４，６００円低所得者Ⅱ

８，０００円１５，０００円低所得者Ⅰ

４回目以降の

自己負担額

過去１年間で３回目ま

での自己負担限度額
所得区分

４４，４００円
８０，１００円＋（２６７，０００

円を超えた額の１％）
一般世帯

８３，４００円
１５０，０００円＋（５００，０００

円を超えた額の１％）
上位所得者

２４，６００円３５，４００円住民税非課税世帯

病院などで提

示するもの
事前の手続き年齢・所得区分

限度額適用認

定証（限度額

適用・標準負

担額認定証）

加入する健康保険組合な

どに、限度額適用認定証

（限度額適用・標準負担

額認定証）の交付を申請

６９歳以下の人

７０歳以上の人

（非課税世帯）

高齢受給者証必要ありません

７０歳以上７４歳以

下の人

（課税世帯）

後期高齢者医

療被保険者証
必要ありません

７５歳以上の人

（課税世帯）

単位：マイクロシーベルト毎時（μＳｖ/ｈ）

空間放射線量測定の結果
全地点で指標値を下回る

市は、２月１３、１４の両日、１９カ所で空間放射線

量を測定し、全地点で除染の目安である１マイク

ロシーベルト毎時 （μSv/h）を大きく下回りま

した。

詳しくは、市役所市民課環境衛生係 （・内線

１１３７）まで。

比較今回前回測定地点

-０.０１０.０４２/１３０.０５１/２３松野保育所

-０.０１０.０２〃０.０３〃あしろ保育所畑分園

±００.０３〃０.０３〃東慈寺保育園

＋０.０１０.０６２/１４０.０５１/２４杉の子保育園

±００.０４２/１３０.０４〃平舘保育園

＋０.０１０.０５２/１４０.０４〃大更小学校

±００.０５〃０.０５〃東大更小学校

-０.０１０.０２２/１３０.０３１/２３田頭小学校

-０.０１０.０３〃０.０４〃平笠小学校

-０.０１０.０３〃０.０４〃平舘小学校

±００.０３〃０.０３〃寺田小学校

-０.０１０.０３〃０.０４〃松野小学校

-０.０１０.０４〃０.０５〃寄木小学校

±００.０３〃０.０３〃柏台小学校

-０.０１０.０３〃０.０４〃安代小学校

-０.０２０.０２〃０.０４〃田山小学校

±００.０４〃０.０４〃西根中学校

±００.０４〃０.０４〃西根第一中学校

-０.０１０.０３〃０.０４〃松尾中学校
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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）

※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

７６-３２２０（市 内）瓜田外科胃腸科医院
３月２０日

０１８６-３０-００３５（鹿角市）笹村整形外科

７８-２５１１（市 内）東八幡平病院
３月２５日

０１８６-２３-４１３１（鹿角市）鹿角中央病院

７６-３１１１（市 内）西根病院
４月１日

０１８６-２３-７６１２（鹿角市）長橋医院

７４-３１２０（市 内）平舘クリニック
４月８日

０１８６-37-3511（鹿角市）大湯リハビリ病院

７０-１１００（市 内）吉田内科呼吸器科医院
４月１５日

０１８６-３５-３００２（鹿角市）本田医院

７６-２３1８（市 内）森整形外科
４月２２日

０１８６-２２-１２５１（鹿角市）大里医院

小児救急病院

（医 大）25小児救急病院

（こども）24
■市役所本庁窓口臨時開庁日

８：３０～１７：１５（市民課ほか）

■図書館＝おはなしのじかん

１１：００～１１：３０

■市役所閉庁日

小児救急病院

（日 赤）
4/１小児救急病院

（中 央）31
■市役所本庁窓口臨時開庁日

８：３０～１７：１５（市民課ほか）

■市役所閉庁日

小児救急病院

（中 央）８小児救急病院

（こども）７
■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

小児救急病院

（医 大）15小児救急病院

（中 央）14
■市役所閉庁日

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（西根地

区市民センター）

■市役所閉庁日

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（下町公

民館、山後公民館）

■図書館＝短歌を楽しむ会

１３：００～１５：３０、おはなしのじ

かん １４：３０～１５：００

小児救急病院

（中 央）22小児救急病院

（こども）21
■市役所閉庁日

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（松尾保

健センター）

■市役所閉庁日

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

担当（予約先）場所日時相談名

保健課

(・内線１１５６)
平舘公民館

３月２１日

９：３０～１０：３０
定期健康相談

盛岡年金事務所
(０１９-６２３-６２１１)

西根地区市民センター
４月１９日

１０：００～１５：３０
年金相談（要予約）

３/２０ 西根地区市民センター（西根地域振興課・内線１１２２）

４/２０ 西根地区市民センター（総務課・内線未定）

３/１９ 松尾総合支所（松尾地域振興課・内線２１０７）

４/１６ 松尾総合支所（松尾地域振興課・内線２１０７）

３/２０ 田山支所（安代地域振興課・内線３１２３）

４/２０ 安代総合支所（安代地域振興課・内線３１２３）

行政相談

９：３０～１２：００

市民課

（・内線１１３５）
３/２１、１３：００～１６：００岩手町総合開発センター

悪質商法トラブル・多

重債務相談（要予約）

毎
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小児救急病院

（日 赤）23小児救急病院

（中 央）22小児救急病院

（医 大）21小児救急病院

（川久保）20小児救急病院

（中 央）/１
■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＝国際理解講座

９：００～１３：００

■田頭公民館＝バレエエクサ

サイズ １０：００～１２：００

■議会事務局＝市議会第１回

定例会 １４：００～（予定）

■保健課＝もうすぐパパママ

教室 受付１８:１０～１８:３０(西

根地区市民センター)

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：１５（市民課ほか）

■寺田公民館＝オカリナ教室

１０：００～１２：００

■議会事務局＝予算特別委員

会 １０：００～（予定）

◎春分の日

■市役所閉庁日

■大更公民館＝子ども映画会

１６：１５～１７：００（東大更学童）

■安代地区公民館＝チャレン

ジ！韓国料理 １０：００～１３：００

■図書館＝昭和史を学ぶ会

１３：３０～１５：００

■議会事務局＝予算特別委員

会 １０：００～（予定）

小児救急病院

（日 赤）30小児救急病院

（中 央）2小児救急病院

（中 央）2小児救急病院

（日 赤）2小児救急病院

（中 央）2
■松尾地区公民館＝移動図書

（返却のみ） １２：３０～１５：０５

（松尾地区内）

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：１５（市民課ほか）

■松尾地区公民館＝移動図書

（返却のみ） １２：３０～１５：０５

（松尾地区内）

■寺田公民館＝詩吟講座

１３：３０～１５：３０

■安代地区公民館＝世代間交

流「きりたんぽ＆映画会」

１０：００～１５：００

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）

小児救急病院

（医 大）

■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

（安代保健センター)

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：００（市民課ほか）

小児救急病院

（日 赤）13小児救急病院

（中 央）12小児救急病院

（中 央）11小児救急病院

（川久保）10小児救急病院

（医 大）

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（西根地

区市民センター）

■図書館＝あみぐるみ教室

１０：００～１５：００

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（松川公

民館、松久保公民館）

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：００（市民課ほか）

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（山子沢

公民館、両沼公民館）

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（大更公

民館）、乳児健診 受付１３：００

～１３：１５（西根地区市民セン

ター）

■大更公民館＝ちぎり絵講座

１３：００～１５：３０

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（寺田公

民館）

小児救急病院

（医 大）20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

（中 央）1
■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（田頭公

民館、上平笠公民館）

■広報はちまんたい発行日

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（田頭公

民館、荒木田地区集落セン

ター）

■図書館＝本のクリニック

１０：００～１５：００

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：００（市民課ほか）

■保健課＝３歳児健診 受付

９：００～９：１５（西根地区市民セ

ンター)

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（平舘体

育館、五百森公民館）、１歳児

健診 受付１３：００～１３：１５（西

根地区市民センター)

■大更公民館＝ちぎり絵講座

１３：００～１５：３０

■保健課＝胃がん大腸がん検

診 受付６：３０～９：００（平舘体

育館、下平笠公民館）

■図書館＝昭和史を学ぶ会

１３：３０～１５：００
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詳しくは各担当、各機関に問い合わせを

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

ホームページはこちら

http://www.city.hachimantai.lg.jp/

安比高原では、安比高原または

安比高原ゴルフクラブで働く季節

従業員を募集します。

■募集職種 キャディ、レストラ

ンサービス、コース売店、観光牧

場ほか（勤務は４月から）

■時給 ７００円以上、パート９００円

■その他 常勤勤務（社会保険完

備）、週末勤務あり

詳しくは、盛岡グランドホテル

人事部（０１９-６２５-１００１）まで。

安代漆工技術研究センターは、

本年度の修了生が制作した作品展

を開催します（入場無料）。

■安代総合支所会場 ３月２７日、

午前１０時から午後４時まで

■市役所本庁舎会場 ３月２８日、

午前１０時から午後４時まで

詳しくは、安代漆工技術研究セ

ンター（・内線３９１０）まで。

㈱グローバル伸和製薬では、

パート従業員を募集します。

■業種・人数 健康食品製造１人

■要件 市内に住む１９歳から３５歳

までの人で、自動車通勤できる人

■雇用条件 時給６５０円以上、８：

３０～１７：３０勤務、雇用は３カ月更新

■応募期限 ３月３０日

詳しくは、㈱グローバル伸和製

薬総務部（７８-３３５５）まで。

４月から６月までの３カ月間、

いわてＤＣ（デスティネーション

キャンペーン）を開催します。

これはＪＲ６社と地方自治体な

どが協力して行われる日本最大規

模の観光キャンペーンで、本県で

は３２年ぶりの開催です。「一人ひ

とりがおもてなし！ あなたもわ

たしも『わんこきょうだい』」を

合言葉に、笑顔と真心でお客さま

を迎える「あなわん運動」に、皆

さんのご協力をお願いします。

■優しい心で迎えよう＝困ってい

る人には、ひと声掛けましょう。

■笑顔で迎えよう＝観光バスなど

に手を振って歓迎しましょう。

■きれいな岩手で迎えよう＝ゴミ

のない、きれいな街にしましょう。

詳しくは、いわてＤＣ推進協議

会事務局（県庁観光課内、０１９-

６２９-５５７２）まで。

全国健康保険協会（協会けんぽ）

は、４月に保険料率を改定します。

今回の改定は、医療費の増加や、

高齢者医療制度への拠出金増加な

どが要因となるもので、岩手支部

の健康保険料率は９．４５㌫から９．９３

㌫に、介護保険料率は１．５１㌫から

１．５５㌫となります。

このたびのご負担増加について、

皆さんのご理解をお願いします。

詳しくは、協会けんぽ岩手支部

（０１９-６０４-９００９）まで。

■お知らせ号編 集 後 記
震災から１年、あの日を忘れず、みんなで

被災地復興への支援を続けていきましょう。

▼４月から市役所組織が一部改正となり、今

までの５部１７課が４部１４課になります。各種

手続きの窓口も変わり、しばらくご不便をお

掛けします。広報発行も、新しく設置する市

長公室秘書広報係が担当するため、総務課広

報統計係としての広報発行は、今回が最後と

なります。今までありがとうございました。

さて、新体制はどうなるかな…。（津志田）

爽やかな風を浴びながら
安比高原で働きませんか

みんなで広げよう
「おもてなしの輪」

八幡平の自然に囲まれて
健康食品を作りませんか

協会けんぽの保険料率
４月から改正されます

漆工技術研究センターの
修了生による作品展開催

「平舘保育園児（写真）や交通指導員などが朗読

した『雨ニモ負ケズ』の映像を、東日本大震災

１周年追悼式典で上映」(３月１１日、県公会堂)

「万感の思いを込め、母校と後輩に送る高

校生活最後のエール」

（３月１日、平舘高校卒業式）

「観衆の前で、アンコール含め１３曲を披露」

（２月２６日、大更小学校ブラスバンド部メ

モリーズコンサート２０１２＝同校体育館）

はちまんたい広報07

４月から森林の所有者届出制度

が始まり、新たに森林の土地の所

有者となった人に対する事後届け

出が義務付けられました。

売買や相続などで森林の土地を

新たに取得した個人や法人は、９０

日以内に取得した土地のある市町

村へ届け出をしてください。

届け出方法など詳しくは、安代

総合支所土木林業課（・内線

３１４１）または盛岡広域振興局林

務担当（０１９-６２９-６６１２）まで。

社会福祉法人西根会では、臨時

職員を募集します。今回の募集は、

グループホームななしぐれ隣に建

設中の小規模多機能型居宅介護施

設「陽だまりの家 平舘」が３月

に完成することに伴うものです。

応募方法など詳しくは、社会福

祉法人西根会（７６-３１００）まで。

訪問介護員（ホームヘルパー）

養成講座２級課程を開催します。

■開催期間 ４月１２日から６月

１５日まで（全２１回）

■場所 ふれあいランド岩手

■定員 先着３０人（県内在住の人）

■受講費用 ６万円

詳しくは、特定非営利活動法人

人生いきいきクラブいわて（担当

長山、０１９-６６２-５３９８）まで。

市は、市発注の小規模工事や修

繕を希望する登録事業者を随時募

集します（見積書の依頼や契約を

約束するものではありません）。

■登録要件 市内に本社・本店ま

たは住所（住民登録）があり、次

のいずれにも該当しない者。市

税滞納者。市営建設工事等請負

資格者名簿登載者。希望登録業

種に必要な資格、免許などがない。

■登録できる業種 土木工事一

式、建築工事一式、大工工事、

左官工事、とび・土工・コン

クリート工事、石工事、屋根

工事、電気工事、管工事、

タイル・れんが・ブロック工事、

鋼構造物工事、鉄筋工事、

ほ装工事、しゅんせつ工事、

板金工事、ガラス工事、塗装

工事、防水工事、内装仕上工

事、機械器具設置工事、熱絶

縁工事、電気通信工事、造園

工事、さく井工事、建具工事、

水道施設工事、消防施設工事、

清掃施設工事のうち３業種まで

（市指定給水装置工事事業者や市

排水設備指定工事店は、該当業種

の登録は不要）

一括下請け（丸投げ）は不可。自

ら履行可能な業種を選択願います。

■提出書類 登録申請書、市

税の納税証明書、登録希望業種

の資格証の写し

■登録有効期間 ２６年３月末まで

詳しくは、市役所財政課契約係

（４月以降、総務課契約管財係）まで。

ＪＡＬ（日本航空㈱）は、いわ

て花巻空港発着の福岡線を約４年

ぶりに３月２５日から再開します。

また、札幌線の増便や、大阪線の

一部機体を大型化するほか、ＦＤ

Ａ（㈱フジドリームエアライン

ズ）も名古屋小牧線を増便します。

料金は、早期購入などの割引き

を利用すると、福岡線が１４，０００円

から、名古屋線は１２，０００円からと、

大変お得です。ますます便利な、

いわて花巻空港をご利用ください。

詳しくは、県空港利用促進協議

会（０１９-６２４-６３３０）まで。

■時刻表（３月２５日～１０月２７日）

いわて花巻空港が便利に
福岡線復活など増便実現

訪問介護員養成講座の
２級課程を開催します

小規模工事や修繕などを
希望する登録事業者募集

森林所有者届出制度
４月から始まります

「陽だまりの家平舘」の
完成に伴い臨時職員募集

７月１３日～１０月２７日運行

４月２日～２７日、５月２７日～６月２５日運行

８月１日～３１日運行

７月１日～９月３０日は出発を５分変更

到着時間出発時間

札幌着 ９：４５
〃 １４：０５
〃 １５：４５
〃 １８：１５

⇒

花巻発 ８：５０
〃 １３：１０
〃 １４：５０
〃 １７：２０札

幌
線 花巻着 ８：２０

〃 １２：４０
〃 １３：３５
〃 １６：５５

⇒

札幌発 ７：２５
〃 １１：４５
〃 １２：４０
〃 １６：００

名古屋着１０：３０
〃 １７：３５

⇒
花巻発 ９：１５
〃 １６：１５

名
古
屋
小
牧
線

花巻着 ８：４５
〃 １５：４５

⇒
名古屋発 ７：３０
〃 １４：３０

大阪着 １１：５０
〃 １４：３５
〃 １８：００
〃 １７：３０
〃 ２０：２０

⇒

花巻発 １０：２０
〃 １３：０５
〃 １６：３０
〃 １６：００
〃 １８：５０

大
阪
伊
丹
線

花巻着 ９：５０
〃 １２：３５
〃 １６：００
〃 １５：３０
〃 １８：２０

⇒

大阪発 ８：２５
〃 １１：１０
〃 １４：３５
〃 １４：０５
〃 １６：５５

福岡着 １６：１０⇒花巻発 １４：００福
岡
線 花巻着 １３：５０⇒福岡発 １１：５０

「葉たばこ耕作環境が大きな転換期を迎え

る中、安代葉たばこ耕作記念大会を開催」

（２月１８日、新安比温泉静流閣）

「『だんぶり長者の遺産』著者の加藤美南子

さん（北寄木）が講演を行いました」

（２月２６日、市立図書館２０周年記念の集い）

「市内４会場で東日本大震災の写真を展示」

（２月１９日～２６日、おおぶけまちなかギャ

ラリー～三陸の現在を伝える写真展）
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皆さんからの情報をお寄せください。・内線１２１９まで。

２月２５日、西根地区市民センターで、市健康づくり

推進大会が開催されました。

今回の大会は「見つけよう！じぶんに合った健康づ

くり～健康寿命をのばしましょう」をテーマに開催さ

れたもので、約１９０人が参加。大会では、８０歳で自分

の歯が２０本以上ある市民１１人が表彰されたほか、ＮＨ

Ｋ科学・環境番組部専任ディレクターの北折一さんを
きた おり

講師に迎え、「ガッテン流ちょ～おいしい健康づくり

術」と題した記念講演が行われました。

健康の秘けつは食にあり
約１９０人参加し健康づくり推進大会を開催

田村市長と６５人の出席者が意見交換しました

８０２０運動達成者として表彰を受けた皆さん

２月２４日から２６日まで、「酒と肴の器百選百様２０１２～

鷲の尾の母屋で薫る酒と肴の器展」が開催されました。

この催しは、１８２９（文政１２）年に創業した造り酒

屋「わしの尾」の築２５０年ともいわれる母屋で開かれ

たもので、本市の安比塗漆器工房をはじめ、県内で陶

器や漆器を製作する６工房が参加しました。

会場は市内外から訪れた来場者でにぎわい、芳醇な
ほうじゅん

香りが漂う中、お気に入りの一品を買い求めたほか、

工場見学や手打ちそばの実演なども行われました。

酒の肴に合う酒器ずらり
わしの尾母屋で「酒と肴の器百選百様２０１２」

木枠のガラス窓から光が差し込む母屋は、来場者で大にぎわい

２月１８日、新安比温泉静流閣で「市長とのフリー

トーク」が開催されました。

今回は、安代葉たばこ育苗センター（佐藤千一組合
せん いち

長、組合員８７人）主催の安代葉たばこ耕作記念大会に

続き開催されたもので、田村市長から、新年度予算や、

今後の課題を説明。参加者からは、西根バイパスの見

通しや地熱発電の可能性などの質問が出されました。

フリートークは、５人以上出席すれば開催できます。

詳しくは、市役所総務課（４月以降は市長公室）まで。

市の予算や将来語り合う
葉たばこ耕作者が「市長とのフリートーク」
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