保健のひろば
インフルエンザにかかっていま

しぶきが飛ばないよう、ティッ

す。
咳やくしゃみをするときは、

インフルエンザにご注意を

す。ＣＯＰＤ（慢性 閉 塞 性肺疾

シュなどで口や鼻をおおった

1

２ⅿほど飛ぶといわれていま

患）
やぜん息、慢性心疾患、糖尿

り、マスクを使用したりするよ

へい そく

病など持病のある人は悪化する

さまざまな予防方法

うにしましょう。

■

恐れがあり、特に注意が必要で

す。お年寄りは寝たきりのきっ

かけになることもあります。

をする。

▼外出した後、手洗い・うがい

▼インフルエンザが流行してい

風邪との違い

インフルエンザは、毎年１・

る時は、人が多く集まる場所

■

２月ごろに流行することが多

▼適度な湿度を保つ（乾燥して

への外出をなるべく避ける。

痛み、全身の倦怠感や関節・筋

いると感染症にかかりやす

60

く、 度以上の熱や咳、のどの

肉の痛みなどの全身症状が出ま

くなるため、 ～ ％くらい

50

38

けんたい

す。風邪は、１年を通してひく

の湿度を保ちましょう）
。

し」
を体感した有意義な一日となりました。

ことがあり、鼻水やのどの痛み

望は、トレッキングの疲

▼流行前に予防接種を受ける

山・八 幡 平を見ること

クショーも加わり、
「共に学び」
「共に遊び」
「共に食

ができました。その眺

「文化香るふれあいの里」
を目指し、地域おこし

れを忘 れてしまうほど

に取り組んでいますが、集まることの大切さを実

で、参加者から、事業
の継続を望む多くの意

感し、今後も地区民の交流の場を設けることがコ

岩木山トレッキング
に参加した皆さん

見をいただきました。

ミセンの役割と感じました。

子育てＮＥＷＳ
地域福祉課児童福祉係

☎・内線110₃

市内の保育所
（園）
などの
入所申請を受け付けます
平成27年４月から
「子ども・子育て支援制度」
が

スタートします。新制度開始に伴い、入所申請と

同時に
「保育の必要性」
の認定も受けていただく必
要があります。

すでに入所している児童は、別途、保育所を通

じて、書類を提出してください。
■受付期間

27年1月５日㈪から23日㈮まで

※申請用紙などは、12月15日㈪から市役所地域福

祉課、西根・安代両総合支所地域振興課、田山支
所および各保育所に備え付けます。
■保育を必要とする理由

保護者が次の❶～❼の

いずれかの理由に該当している必要があります。
出産後間もない。❸病気や心身に障がいがある。

〕

❹病気の人や心身に障がいがある人などを看護・

介護している。
❺火災や風水害などで被害を受け、
その復旧のため家庭で保育できない。❻求職活動

受けている。❽❶から❼までに類する場合で保育
が必要と認められる場合
■保育時間

▶保護者の就労時間などが1カ月120時間以上の
場合…保育標準時間
（1日11時間までの利用）

▶保護者の就労時間などが1カ月60時間以上の場
合…保育短時間
（1日８時間までの利用）
■27年度保育所などの募集定員

施設名
定員
注意事項
寺田保育所
60人 ▶延長保育、休日保育、
松野保育所
100人 一時保育などは備え付
寄木保育所
60人 けの「入所申込案内」を
柏台保育所
45人 ご覧ください。
田山保育所
50人 ▶申し込みが多い場合、
東慈寺保育園
60人 入所調整を行います。
杉の子保育園
60人
森の子保育園
45人 ※27年度から、寺田保育所
平舘保育園
90人
では０歳児（生後６カ月
大更保育園
90人
後）の受け入れを予定
あしろ保育園
50人 ※27年度から、あしろ保育
畑保育園（仮称）
園、畑保育園は私立とな
10人
【地域型保育所】
ります。

私立

今

❶1カ月60時間以上働いている。❷妊娠中または

を継続的に行っている。❼就学または職業訓練を

公立

今 の

自分の選択と決断が、果た

し て こ れ で よ か っ た の か、

と。そんな迷いの煩悩の連

続を、真剣に歌に込めてみ

たのですが、読み返してみ

ると、なんだか年末の大掃

除のときのぼやきみたいで

すね。

雪が降り始めたら、早々

に埋れてしまうだろう、く

だらないお話をしてしまい

ました。

地域おこし協力隊だより 〔

冬支度 やってもやって

も 終わらない――。

もし「八幡平 我が心の俳

句 シ リ ー ズ 」と い う の が 存

在するならば、いまの私の

心境はこんな感じです。

冬本番を目前に控えたあ

る日の夜、お風呂場の湯船

に つ か っ て い た と き で す。

あまりにも小窓の隙間風

が、びゅんびゅんと音を立

て、頬に吹き付けてくるの

で、今からこんなんで、冬

を越せるのかしらんと、不

安になってしまいました。

生まれて初めてのこたつ

が、我が家にやって来まし

た。タイヤも履き替えまし

た。
長靴も買ってきました。

ですが、帰ってよくよく眺

めてみると、雪道用ではな

くて、どうやら雨の日用の

ゴム靴だということに気付

き、
心もとなくなりました。

一つ一つはささいなこと

なのですが、
「冬支度」
への

今川さんの連載コラム「八幡平への恋
文」
が市ホームページで公開中です。
ホームページで上記のバナーをクリッ
クし、ぜひ、ご覧ください。
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そば打ちを学びました

て浅沢子供神楽を発表し
たほか、地区民が紙芝居を披露。今年は、マジッ

などの局所的症状が出ます。

望でき、遠くには岩手

（接種することで、もし発症

た。伝統芸能の継承とし

しても重症化を防ぎます。予

手と足を使い到着した山頂は、津軽平野を360度一

感染経路と注意点

み割りなどを体験しまし

を使ったそば打ち、くる

■

かう班、9合目で景色を楽しむ班に分かれました。

に、岩木山８合目に到着。体力に合わせ、
頂上に向

防接種の効果が出るまで約

餅つきや地元産のそば粉

インフルエンザは、感染した

山々が錦に染まった紅葉を見て感激しているうち

２週間ほどかかります）
。

昔ながらの臼を使った

人の咳やくしゃみなどのしぶき

中、
真っ赤なリンゴが鈴なりになっている風景と、

▼十分な休養とバランスの良い

を目的に開催しています。

を口や鼻から吸い込むことでう

トレッキングには、25人が参加。バスでの移動

食事を心がける（抵抗力を高

大切にし、互いに協力し合える地域を目指すこと

エンザにかからずに冬を乗り切

にしている行事の一つです。世代を超えた交流を

開催することができました。

りましょう。

時代から継承して行われており、地区民が楽しみ

10月12日㈰、晴天の中、岩木山トレッキングを

ひまつ

11月２日㈰に行った
「ふれあい集会」
は、公民館

岩木山（青森県）トレッキング

つる
「飛沫感染」
や、インフルエ

世代間交流「ふれあい集会」

業を紹介します。

めます）
。

浅沢コミュニティセンターが最近実施した２事

にアクセスできます。

ンザウイルスが付いた物に触れ

☎72-2962

しっかり予防して、インフル

フェイスブック

のF acebookのページ

ることでうつる
「接触感染」
など

取ると、浅沢コミセン

で感染します。

浅沢コミセン

ＱＲコードを読み

咳やくしゃみのしぶきは、約

第9回

☎・内線10₈4

日本では、毎年約 千万人が

コミュニティセンター通信

健康福祉課健康推進係

No.

209 ◎2014．12．4
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