
　町教育委員会は、来年4月に小

学校に入学する子どもを対象に、

就学時健康診断を実施します。対

象者には事前に案内を送付してい

ますので、指定された日時を確認

の上、ご受診ください。

　なお「指定日時で受診できない」

「案内が届いていない」などの場

合は、お問い合わせください。

▼対象　平成27年4月2日～平成

28年4月1日生まれの方

▼日程　10月下旬～ 11月中旬

※入学予定の学校により異なりま

す。送付した案内をご覧ください。

▼会場・内容　両会場で受診が必

要です。

 町内小学校  町内小学校 （内科・各種検査など）

..町公民館町公民館..（耳鼻科・眼科・歯科）

▼問い合わせ　町教育委員会学校

教育課学校支援係（☎611-2648）

.ことばの相談会 

　町公民館会場で、町外の保育園・

幼稚園に通っている園児を対象に

ことばの検査を実施します。健康

診断の際にお立ち寄りください。

　岩手県保育士・保育所支援セン

ターは、就職支援の一環で「ほい

くのしごと出張相談会」を実施し

ます。保育関係の就職相談ができ

る他、専任コーディネーターから

保育に関する情報提供などがあり

ますので、ぜひご来場ください。

※予約した方を優先

▼日時　10月26日㈫午前10時～

正午

▼会場　オガールプラザ小スタジ

オ1（紫波町紫波中央駅前2-3-12)

▼対象　保育士の就職について相

談したい方　※学生可

▼申し込み・問い合わせ　岩手県

保育士・保育所支援センター（☎

637-9605）

　例年10月下旬ごろに実施して

いた狂犬病予防注射「秋の集合注

射」は、令和3年度から行いませ

ん。犬を登録済みで予防注射が済

んでいない方は、動物病院での接

種が必要です。

　飼い主には、犬の登録、年1回

の狂犬病予防注射の接種が義務付

けられています。皆さんのご協力

をお願いします。なお、生後90

日以内の犬は、90日経過後に登

録、予防注射を行ってください。

▼紫波郡内の動物病院

..町内町内..

①小川動物病院（☎697-6652）

②みゅう動物病院（☎698-2221）

③やはばわんにゃんクリニック

（☎613-8033）

 紫波町 紫波町..

①けやき並木動物病院（紫波町日

詰西6-6-24.☎672-5456）

▼問い合わせ　役場町民環境課環

境係（☎611-2506）

お知らせ

保育関係の就職をお考えの方
出張相談会をご利用ください

来春の新小学 1年生向け
就学時健康診断を実施します

　県央保健所は、ひきこもりの方

を持つご家族を対象に「家族教室・

家族相談」を開催しています。ひ

きこもりの方への理解が深まり、

家族が抱える悩みを相談できる機

会となりますので、ぜひご利用く

ださい。※要申し込み

▼場所　盛岡市保健所(盛岡市神

明町3-29).

▼申し込み・問い合わせ　岩手県

央保健所保健課(☎629-6574)

 教室（保健所大ホール） 

▼日時　 10月18日㈪  10月18日㈪ 午後1時30

分～午後3時...12月15日12月15日㈬ ㈬ 午後2

時～午後3時.   令和4年2月21日㈪令和4年2月21日㈪..

午後1時30分～午後3時

 相談（保健所相談室） 

▼日時　..10月18日㈪、令和4年210月18日㈪、令和4年2

月21日㈪月21日㈪..午後3時15分～午後4時

45分

ひきこもりに関する
家族教室・家族相談を実施

狂犬病予防注射
動物病院で必ず接種しましょう

　NPO法人岩手県精神保健福祉

連合会は、統合失調症などの精神

障がいがある方の家族向け個別相

談会を実施します。同じ立場の家

族が相談員ですので、お気軽にご

利用ください。※要申し込み

▼会場・日時　2会場で日時が異

なります。

 ふれあいランド岩手  ふれあいランド岩手 

10月8日、11月12日、12月10日、

1月14日、2月4日、3月11日の各

金曜日.午前10時～午後1時

 盛岡市総合福祉センター  盛岡市総合福祉センター 

10月26日、11月30日、12月21日、

1月25日、2月22日、3月22日の各

火曜日.午後1時～午後5時

▼申し込み・問い合わせ　NPO

法人岩手県精神保健福祉連合会

(☎637-7600)　※受け付けは火、

木、金曜日午前 9 時～午後 4 時

精神障がいがある方の家族向け
個別相談会を実施します

　10月1日㈮から、医療費助成給

付申請書の押印は不要です。また、

㊞マークが付いている給付申請書

も、㊞を見え消し（二重線を引く

など）すれば使用できます。

　給付申請書は配布場所

や町ホームページ（QR

コード）で取得できます。

▼配布場所　町役場１階総合案

内、さわやかハウス（健康長寿課

窓口）　※平日午前8時30分～午

後5時15分（水曜日は午後7時まで）

▼問い合わせ　役場健康長寿課医

療給付係（☎611-2823）

【10月から】医療費助成
給付申請書の押印は不要です
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　町の健康教室が毎週火曜日に実施中。町内のメディカ

ルフィットネスジム「ウェルベース矢巾」が講師を務め

ます。参加者へ健康チャレンジのポイントを贈ります。

※参加無料、予約は月ごと・月単位となります。

▼日時　2日、9日、16日、30日の各火曜日

　全4回午前10時～午前11時（受け付けは午前

9時30分～）

▼場所　町えんじょいセンター（役場庁舎北側）

▼対象・定員　おおむね65歳以上の方..先着15人

▼テーマ　「冬に向けて運動習慣を維持しよう！」寒く

長い冬を活動的に過ごせるよう、楽しく身体を動かして

運動習慣を維持しましょう。今月も引き続き日本調剤に

よる栄養セミナー・岩手県歯科衛生士会による口腔セミ

ナーを行います。

▼申し込み　9月21日㈫午後5時までに、ウェルベース

矢巾（岩手医科大学附属病院敷地内☎601-3733）へ。

※営業時間は平日午前9時30分～午後10時30分、土日

祝日午前9時30分～午後8時（月曜定休）

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
11月開催分の参加者を募集しています

　町は、令和4・5年度の競争入

札参加資格審査申請を10月1日㈮

から受け付けます。建設工事や業

務委託、物品購入などの入札に、

継続または新たに参加を希望され

る方は申請の手続きが必要です。

　今回の申請は盛岡広域8市町で

様式の共通化および電子化を行

い、インターネットの受付システ

ムに登録することで複数の市町に

登録が可能です。

　申請書類の提出先および登録方

法など、詳細は町ホームページを

ご覧ください。

▼申請区分　建設工事、建設関連

業務委託、物品の買い入れなど

▼受付期間　10月1日㈮～ 11月1

日㈪

▼問い合わせ　役場総務課管財係

（☎611-2705）

【10/1 ㈮受け付け開始】
競争入札参加資格審査申請
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福祉ひとくちメモ  ⑪福祉ひとくちメモ  ⑪

～人権擁護委員～

　人権擁護委員は地域で人権相談を受

けたり、人権の考えを広める活動をする

法務大臣から委嘱された民間の方々で

す。現在、全国に約1万 4000人おり、

本町では8人の方が活躍中です。

　主に小中学校や保育施設に花を配布

する人権の花運動や、小学校での人権

教室など、相手を思いやる気持ちを育て

る活動をしています。

　また、人権問題を抱えた方々へ、解決

に向けたアドバイスなどを行う人権相談も

実施していますので、ご利用ください。

▼人権相談の予約　町社会福祉協議会

（☎ 611-2840）

　北上川矢巾地区愛護協議会は、

秋の北上川河川清掃を実施しま

す。各地域の環境保全にぜひ、ご

協力ください。

▼日時　10月16日㈯午前6時から

1時間程度

▼場所　行政区ごとに行います。

 高田1 ～ 3区・藤沢  高田1 ～ 3区・藤沢 

高田グラウンドに集合後、見前橋

下流～徳田橋上流で実施。

 西徳田1 ～ 2区  西徳田1 ～ 2区 

徳田橋下流付近に集合し、徳田橋

下流～東徳田グラウンド手前交差

点で実施。

 東徳田1 ～ 2区・間野々  東徳田1 ～ 2区・間野々 

東徳田グラウンドに集合し、同グ

ラウンド手前交差点～ごみ処理場

で実施。

▼問い合わせ　NPO法人やはば

協働センター（☎697-3399）

北上川の河川清掃に
ご参加ください

　ウェルベース矢巾は、マラソン

世界記録（2時間1分39秒）の間

に走る距離をチームで競う「リ

レーマラソン」を開催します。

　詳細はウェルベース矢

巾ホームページ（QRコー

ド）でご確認の上、ぜひ

ご参加ください。

▼日時　10月23日㈯午前9時開場

午前10時スタート

▼会場　町屋外運動場（かっこう

グラウンド）

▼1チームの人数・参加料　4人

～ 10人、1万円

▼申し込み　ウェルベー

ス矢巾のホームページま

たは公式LINE（QRコー

ドから登録できます）

▼問い合わせ　ウェルベース矢巾

（☎601-3733）

マラソン世界記録に挑戦 !?
リレーマラソンを開催します

※新型コロナウイルス感染症対策のため、広報紙に掲載済みの行事が延期・中止となる場合があります。
また、行事に参加する場合はマスク着用や消毒など、感染症対策へご協力ください。
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