
▪編集後記
▷ハイサイ！ ちゅーうがなびら。はじみ
てぃや～さい！（こんにちは。はじめまし
て）友好都市の沖縄は名護市から参りまし
た宮城有沙です。広報担当として、市内各
所に出没します。市を知ることや皆さまと
の交流をこれから楽しみにしています。有○
▷この４月からは、佐々木と新米２人の新
広報チームとなります。皆さんのさまざま
な声に育てていただきたいと思っておりま
すので、広報の腕章を見掛けたら、気軽に
声を掛けてください。 福○

今月の表紙 安全を心掛けて登校してね

４月４、６、７、８日に市内の小・中学
校の入学式が行われ、多くの児童・生徒が
新しい学校生活を開始しました。
４月８日に行われた寄木小学校入学式で
は、松尾交通安全協会から新１年生12人に、
祝い品として黄色い帽子が贈られました。
なお、27年度の市内小・中学校の新入生
は、小学校が10校159人、中学校が４校210
人でした。

放射線などの測定結果について

西根・安代地区学校給食セン
ターでは、調理した給食の放射性
物質を測定しています。

４月９日・16日の測定で、放射
性物質は検出されませんでした。
内容は、市ホームページで公開し
ています。

詳しくは、西根地区学校給食セ
ンター（☎70-1117）まで。

東北「道の駅」を 
ぐる～っと巡ろう

東北「道の駅」では、スタンプラ
リー 2015を開催中です。

スタンプブック（200円）には、
ドライブに便利な「東北風景街道」
のお勧めルートを掲載しているほ
か、東北「道の駅」や協賛施設で利
用できる総額１万円相当のクーポ
ンも付いています。

スタンプラリーで東北の旅を楽
しみましょう。
■応募期限 平成28年１月15日㈮

詳しくは、東北「道の駅」連絡会
ホームページ（ h t t p : / / w w w .
michinoeki-tohoku.com/）をご覧
ください。

最新のがん治療 
情報提供します

盛岡かたくりの会（がん患者と
家族・支援者の会）では「がんシン
ポジウム～ここまで進んだがんの
最新療法～」を開催します。参加料
は無料です。
■日時 ６月14日㈰午後１時半か
ら４時まで
■場所 県水産会館（盛岡市内丸
16-1）
■テーマ 切らずに治す最新の放
射線療法について学ぶ
■講師 有賀久哲氏（岩手医大放
射線腫瘍学講座教授）
■定員 120人

詳しくは、盛岡かたくりの会・
佐藤（☎019-662-7723）まで。

エイズ相談 HIV 検査 
気になる人のために

県央保健所では「HIV検査普
及期間」（６月１日から７日まで）
にあわせて、休日エイズ相談・
HIV検査を実施します。予約不
要、費用は無料です。
■日時 ６月６日㈯午前９時から
午後０時半まで
■場所 県央保健所相談室など

詳しくは、県央保健所保健課（☎
019-629-6573）まで。

ゆとりと計画性をもち 
安全に農作業をしよう

春の農繁期は、トラクターに関
する事故が一年で最も多くなる季
節です。次のことを心掛け、安全
な農作業に努めましょう。
▶農業機械の横転・転落事故から
体を守るため、トラクターには安
全フレームを装着する。
▶運転者はシートベルトをしめ、
慎重な運転を心掛ける。
▶ゆとりのある計画的な作業を心
掛ける。
▶一人での作業は避け、家族に作
業場所と帰宅時間を知らせる。
▶農業機械の近くで子どもを遊ば
せない。

詳しくは、市役所農政課農政係
（☎・内線1333）まで。

心配事は一人で 
悩まず相談して

県では、こころの問題や悩みのあ
る方、家族や周りの人のことでお困
りの方を対象に「こころの健康相
談」を開催し、専門医が相談に応じ
ます（相談には事前の申し込みが
必要です）。
■日にち ６月３日、７月１日、
９月２日、10月７日、11月４日、
12月２日、平成28年１月６日、２
月10日、３月２日（全て水曜日）
■時間 午後２時から４時まで（予
約制）
■場所 県央保健所２階（盛岡市）

詳しくは、県央保健所保健課（☎
019-629-6574）まで。

「聴く」ことはよりよい 
人間関係形成の第一歩

ボランティア団体「思
し え ん

縁 つな
がり」では、公開講座を開催しま
す。

講座のテーマは、よりよい関係
づくりに必要な「聴く」ことについ
てです。日常的な会話における聴
き方だけではなく、聴くための技
術、さまざまな場面での対応方法
についても実践的に知ることがで
きます。参加料は無料です。
■日時 ６月６日㈯午後 1 時から
午後 3 時まで
■場所 西根地区市民センター
■講師 鈴木絹英氏（NPOホール
ファミリーケア協会理事長）
■定員 200人

詳しくは「思縁 つながり」・伊
藤（☎090-6225-4641）まで。

さんさ踊りパレードに 
一緒に出場しませんか

八幡平さくらさんさ愛好会（代
表：山口聡子）では、８月１日から
行われる盛岡さんさ踊りパレード
出場に向け、練習会を行います。

興味のある人は、お気軽に練習会
場までお越しください。
■会場 西根地区市民センター
■日程 ６月３日･10日・17日･24
日（全て水曜日）
■時間 午後７時から９時まで

詳しくは、同会事務局・佐々木
（電話・ファクス：74-4363）、ま
たはホームページ（http://www.
facebook.com/8sakurasansa）を
ご覧ください。

シルバー人材センター 
事務所が移転しました

４月１日から、市シルバー人材
センターの事務所が下記の住所に
移転しました。
■新所在地 八幡平市田頭第39地
割86番地２（西根地区体育館向かい）
■問い合わせ ☎68-7847、ファ
クス68-7848

国保西根病院では 
臨時職員を募集中

国保西根病院では、臨時職員を
募集しています。
■募集職種 看護補助員
■応募資格 平成27年４月１日現
在18歳以上で、健康な人
■募集人数 １人 ※採用人数に
達し次第、締め切り。
■雇用期間 ６カ月以内（更新す
る場合があります）
■応募方法 同院に備え付けの履
歴書と臨時職員登録書に必要事項
を記入し、同院事務局に郵送する
か、窓口にお持ちください。

詳しくは、同院事務局（☎76-
3111）まで。

八幡平ふるさと会の 
集いをことしも開催

首都圏在住の市出身者で組織す
る「八幡平ふるさと会」では、ふる
さと会の集いを開催します。
■日時 ５月31日㈰午前11時50分
■場所 「ホテルラングウッド」

（東京都荒川区東日暮里5－50－5）
詳しくは、八幡平ふるさと会事

務局・高橋（☎044-822-1807）まで。

鶏などの飼養者は 
必ず報告書提出を

鶏などの家きんを飼養している
皆さんには、飼養衛生管理基準の
遵守とともに、毎年、飼養状況を
県知事に報告することが義務付け
られています。

愛玩で家畜を飼っている人にも
報告の義務がありますので、今年
度分の報告書の提出をお願いしま
す。
■家きんの種類 鶏、アヒル、ウ
ズラ、キジ、ダチョウ、ほろほろ
鳥、七面鳥
■報告期限 ６月15日㈪
■提出先 県中央家畜保健衛生所
または市役所、農協
■報告書 報告様式をお持ちでな
い人は、県中央家畜保健衛生所ま
たは市、農協へご連絡ください。

詳しくは、市役所農政課畜産係
（☎・内線1337）まで。

クマによる被害の 
防止のため注意を

県では「ツキノワグマの出没に
関する警戒情報」を発表していま
す。クマによる被害を防止するた
めに、次のことに気を付けましょう。
■特に注意すること ▶入山地域
のクマの出没情報を収集し、危険な
場所には近づかない▶朝夕の時間
帯の入山は避け、単 独 で は 行 動
しない▶鈴、笛、ラジオなど音
のするものを身に付け、人の存
在を知らせる▶クマの足跡やフ
ン、子グマを見つけたら、引き返
す▶もしクマに出合ったら、慌て
たり、騒いだり、クマを刺激しな
い▶逃げる際は、背中を見せたり、
走ったりせず、クマの動きを見な
がら、ゆっくり後退する▶クマを
引き寄せないために、野山に生ゴ
ミを捨てない

また、クマなどによる農作物被
害対策として「電気牧柵」の設置が
大変有効です。鳥獣被害防止を目
的とした設置に対し、補助があり
ますので、設置を検討している人
は、市にご相談ください。

詳しくは、安代総合支所土木林
業課林業係（☎・内線3142）まで。

自死遺族の方対象の 
相談窓口があります

県精神保健福祉センターでは、
家族などの親しい人を自死でなく
された人を対象に電話や来所によ
る相談に応じています（来所によ
る相談は事前予約が必要です）。
■日時 月曜日から金曜日まで

（祝祭日を除く）午前９時から午
後４時半まで
■場所 県福祉総合相談センター

（盛岡市本町通3－19－1）４階
詳しくは、同センター（☎019-

629-9617）まで。
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