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雫石環状線道路崩落現場（南昌
トンネル）は、7月 31日 17時から
通行できます。
通行止めによりご不便をおかけ
しておりますが、今しばらくお待
ちください。
●問町役場地域整備課 ☎692−65
73

告　知
東京芸大生有志との
ふれあい音楽祭開催
日本を代表するオペラ歌手多田
羅迪夫（たたらみちお）教授率いる
東京芸術大学音楽学部声楽科有志
のメンバーによるふれあい音楽祭
を開催します。
野菊ホールメインコンサートに
は、雫石中学校の生徒たちも参加
します。雫中生の元気な歌声と芸
大生の美しく迫力ある歌声にご期
待ください。
◆多田羅迪夫教授と雫中生との音
楽ワークショップ
【日時】8月 21日（金）14時〜16時
【場所】中央公民館野菊ホール
【入場料】無料
【問い合わせ先】中央公民館
（☎692−4181）
◆野菊ホールメインコンサート
【日時】8月 21日（金）開演：18時
【場所】中央公民館野菊ホール
【入場料】前売 500円（当日 700円）
※小学生以下は無料
【入場券販売開始】7月 13日（月）
【プレイガイド】中央公民館およ
び各地区公民館・村上写真館・大
通佐々木電気・カワトクプレイガ
イド・プラザおでって
◆まきば園青空コンサート
【日時】8月22日（土）、1回目開演：
11時 30分、2回目開演：14時
【場所】小岩井農場まきば園
【入場料】まきば園の入園料が必
要となります。まきば園（☎692−4
321）へお問い合わせください。

雫石環状線道路崩落現場は
7月 31日 17時から通行できます

国民健康保険税の
納税通知書を発送しました

今年度の納税通知書を納税義務
者（世帯主）あてに送付しました。納
税通知書には、期別ごと、個人ご
との課税額の明細などが記載され
ています。内容をお確かめの上、
期限内納付をお願いします。1期
目の納期限は 7月 31日です。
また、口座振替の場合は、7月か
ら 2月までの毎月 25日（休日など
にあたるときは翌営業日）が振替
日となっていますので、前日まで
に残高の確認をお願いします。
●問町役場税務出納課 ☎692−6483

環境省では、星空の観察という
身近な方法で、大気環境の状態を
調べることを目的に、「全国星空
継続観察会..（スターウォッチン
グ・ネットワーク）」を開催して
います。
町内では、小岩井農場まきばの
天文館、網張ビジターセンターが
参加しています。
この機会に雫石町から観た星空
の状態を確認し、美しい星空の保
全について考えてみましょう。
なお、星空観察会に関するイベ

募　集
第9回よしゃれの里雫石
グラウンドゴルフ交流大会
よしゃれの里雫石グラウンドゴ
ルフ交流大会（㈶雫石町体育協会
主催）を 8月 22日、23日、雫石町
総合運動公園で開催します。
同大会では、大会参加者を募集
しています。お気軽にお問い合わ
せください。
【申し込み期限】7月 30日（木）
●問雫石町グラウンドゴルフ協会事
務局米沢優幸　☎692−0522

ントは、各施設ごとに異なりま
す。開催日、参加料などは各施設
にお問い合わせください。
◆小岩井農場まきばの天文館（小
岩井農場まきば園　☎692−4321）
◆網張ビジターセンター（☎693−3
777）

告　知
星空観察で大気汚染の
こと考えてみませんか

8月 5日（水）の午前中は盆供養
のため火葬場を休場します（12時
30分、14時からの火葬は通常どお
り受け付けます）。
●問町役場住民課　☎692−6471

告　知
8月5日の午前中は
火葬場を休場します
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農産物生産者の技術を高めるた
め、雫石町農産物品評会を開催し
ます。今年の農産物の出来栄えを
ぜひご覧ください。
【日時】8月 7日（金）13時 30分〜
15時
【場所】新岩手農業協同組合南部
営農経済センター 3階ホール
●問町役場産業振興課 ☎692−6491
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一昨年、昨年と大好評だった豪
華景品が当たる「大抽選会」を今
年も実施します。8月の軽トラ市
から抽選券の発行を開始し、11月
の最終回に抽選会を実施します。
ぜひお越しください。
【日時】8月 2日（日）9時〜13時
【場所】よしゃれ通り（雫石中心商店街）
●問しずくいし軽トラ市実行委員会

雫石診療所　8月の診療体制 問い合わせ先
☎692−3155

曜日 担当医師（午前） 担当医師（午後） 受付時間▶ 8：30〜11：30
13：30〜16：30

※1…10日と 24日は増田医師
が診療に加わります　※2…12
日と19日は桂医師が担当予定
○診療は内科のみで、夜間・土
日祝日は休診しています（休日
当番医は実施します）

月 秋山※1 秋山※1
火 秋山 秋山
水 秋山 秋山※2
木 秋山 秋山
金 増田 増田
担当医師は予告なく変更する場合があります

8月 1日から 10日まで、夏の交
通事故防止県民運動が実施されま
す。夏場は外出することが多くな
り、車同士の事故や高齢者、子ど
もが関係する事故が増えることが
予想されます。スピードの出し過
ぎには十分注意し、安全運転を心
がけましょう。　（町役場総務課）

告　知
お出かけが増える夏場
交通事故に十分注意を

告　知
平成21年度雫石町
農産物品評会を開催

8月のどようの夕市は、8日に
開催します。野菜の詰め放題やフ
リーマーケットなどの催しを用意
して皆様のお越しをお待ちしてい
ます。
【日時】8月 8日（土）15時〜18時
●問同実行委員会事務局（銀河ス
テーション内）☎692−6201

広報しずくいし　第638号

町では「花と緑のまちづくり事業」を推進しています。
オープン・ガーデン、花に関する地域の取り組み、珍し
い花などの話題がありましたら情報をお寄せください。

町役場住民課（☎692−6471）

今年で 20回目となる国道 46号
フラワーロードは、6月 6日、一般
参加者や自治会などの協力を得て、
植栽を行いました。この事業は雫石
町民のホスピタリティ（もてなしの
心）を象徴する事業です。町では昨
年度、フラワーロードを含めた花と
緑のまちづくり事業のあり方につ
いて検討。「花と緑のまちづくり基
本構想」を策定し、フラワーロード
は改善して続けていくこととし、今
年もベゴニアを植えています。

フラワーロードを検討する中で、
国道の並木化、あるいは町花の「菊」
などの多年草を植えてはどうかと
いう意見もありました。並木化につ

いては、国道の構造上難しく、「菊」
などの多年草の地植えは機械での
草刈が難しいという管理面から、ま
た、開花時期が長く、安価で、手入
れが楽なものという理由から、ベゴ
ニアが最適であるとされました。
ベゴニアは、さまざまな品種があ

りますが、フラワーロードで植栽し
ているものは、「センパフローレン
ス」という、乾燥に強く初夏から晩
秋まで花が咲き続け、形よく生育す
る品種です。夏の日照りにも耐え、
通行する人たちを華やかにもてな
すベゴニアのフラワーロード。みな
さん、温かく見守ってください。

フラワーロードは
もてなしの心

日に日に大きく成長し
ているベゴニアの花

◆なぜベゴニアなのか

（雫石商工会内） ☎692−3321
告　知

土曜の夕方は駅南に集合
8月8日は夕市開催

告　知
元祖しずくいし軽トラ市
今年も大抽選会を実施
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毎日の暮らしの中でストレスを感じたり、不安を抱えている人
はたくさんいます。悲しい、ゆううつな気分などの沈んだ気分、寝
つきが悪く朝早く目が覚める、人に会いたくなくなった、飲酒量
が増えたなど一日でも早く医療機関での薬物治療を受けたほう
がいいのに受診をためらっているなど、心の悩みをお持ちの場合
はご相談ください。
健康生活を取り戻すきっかけがつかめるかもしれません。秘密

は守られますのでご安心ください。
【相談日】平成 21年 8月 25日（火）14:00〜　事前予約が必要です
【場　所】雫石町保健センター　☎692−2227
【相談医】岩手医科大学　精神科医

【保健センター開放日】8月 17日（月）10時〜12時 【問い合わせ先】保健センター（☎692−2227　■FAX 692−0308）

実施日 内容 対象者 受付時間 会場
3日（月） 麻しん風しん混合ワクチン 3期・4期 H8年10/1〜12/31生、H3年10/1〜12/31生 13時〜13時30分 中央公民館
5日（水） 2歳6か月児相談 H19年1月、2月生 13時〜13時20分 中央公民館
6日（木） 麻しん風しん混合ワクチン 3期・4期 H9年1/1〜4/1生、H4年1/1〜4/2生 13時〜13時30分 中央公民館
7日（金） 乳幼児健康診査 3〜4、9〜10か月、1歳児 13時〜13時30分 中央公民館

8日（土） 子宮がん・乳がん検診 西山地区 8時30分〜11時
13時〜14時 西山公民館

9日（日） 子宮がん・乳がん検診 御所地区 8時30分〜11時
13時〜14時 御所公民館

10日（月） 子宮がん・乳がん検診 御明神地区 8時30分〜11時
13時〜14時 御明神公民館

11日（火） 子宮がん・乳がん検診 雫石地区 8時30分〜11時
13時〜14時 中央公民館

12日（水） 子宮がん・乳がん検診 全地区未検者 8時30分〜11時
13時〜14時 中央公民館

27日（木） 赤ちゃん相談 1歳までのお子さん 9時30分〜11時 保健センター
※乳幼児健康診査の対象▶3〜4カ月児=H21年4月生まれ、9〜10カ月児=H20年10月生まれ、1歳児=H20年8月生まれ

◆8月の乳幼児健康診査、各種相談、予防接種

予防接種名 接種年齢 通知案内
BCG 6カ月未満 出生届時に案内
三種混合 3〜90カ月未満 出生届時に案内

第1期麻しん風しん混合 1〜2歳未満 1歳の誕生日以降に通知
※町外の医療機関で予防接種を希望される場合は、依頼書を発行します。印鑑を持参
の上、保健センターに申請してください。

◆個別予防接種 会場：上原小児科医院（要予約☎692−3907）【健康診査などの会場を変更しています】
平成 21年度での完成を目指して進めら

れている（仮称）健康センターの新築工事に
伴い、当分の間、乳幼児健康診査などは、
下記表のとおり会場を変更していますの
で、ご協力をお願いします。

▶一人で悩まず、まず相談してください 結核および肺がん、大腸
がん検診を受けましょう
【日程】8月 17日（月）〜9月 1日（火）
【場所】個別にご案内します
※申し込みしていない人で受診を希望
する場合は、保健センターまでご連絡
ください。

岩手県における自殺死亡率が平成 20年に 33.7人／10万人と
全国 3位の高位にあり、自殺対策の推進が大きな課題となってい
ます。
情報センターでは専門の職員 2人を配置し、自殺対策に係る情

報収集・提供、相談支援、人材育成研修会、地域支援などの情報
発信を行います。特に自殺を考えたことがある人、自殺未遂者お
よび自殺者の親族からの相談支援に応じ、家庭訪問や個別相談、
電話相談などで助言を行います。　
【開設時間】8：30〜17：00まで（土・日・祝日を除く）
☎629−9617　

▶岩手県自殺予防情報センター開設

子宮がん・乳がん
検診を実施します
平成 21年度は下記年齢該当者が無

料で子宮がん、乳がん検診を受けられ
ます。対象者は、今回の無料の機会にぜ
ひ受けましょう。検診車で各地区公民
館を巡回します（下段日程表参照）。
＜子宮がん検診＞
20歳▶S63年 4月 2日〜H元年 4月 1日生
25歳：S58年 4月 2日〜S59年 4月 1日生
30歳：S53年 4月 2日〜S54年 4月 1日生
35歳：S48年 4月 2日〜S49年 4月 1日生
40歳：S43年 4月 2日〜S44年 4月 1日生
＜乳がん検診＞
40歳：S43年 4月 2日〜S44年 4月 1日生
45歳：S38年 4月 2日〜S39年 4月 1日生
50歳：S33年 4月 2日〜S34年 4月 1日生
55歳：S28年 4月 2日〜S29年 4月 1日生
60歳：S23年 4月 2日〜S24年 4月 1日生
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