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新春号 

岩洞湖氷上ワカサギ釣りのシーズンがやってきます。 

例年1月中旬頃から3月中旬頃まで解禁されます。解禁日をご確認の

上、ぜひお越しください。 

上記期間外でもドーム船ワカサギ釣りを行っています。釣り具は岩洞

湖レストハウス（ドーム船のすぐそば）にてレンタル可能で、だれでも気

軽に楽しむことができます。冬季期間外にもぜひいらしてください（写

真は昨年の模様）。 

【問い合わせ】岩洞湖漁業協同組合監視詰所019-681-5678 

岩
洞
湖 

氷
上
ワ
カ
サ
ギ
釣
り 



玉山地域振興会議だより №41 ひめかみ 新春号 

 
2 

 

 

 

 

 

 

  

第３回玉山地域振興会議 平成 28年 9月 27日に開催した第 3回盛岡市玉山地域振興会議。議題は報告事

項 1件、諮問事項 1件，自主的審議事項 1件、委員は出席 13人、欠席 2人 

説明（玉山総合事務所） 

11月12日に渋民公民館で、盛岡

市・玉山村合併10周年記念事業「健

幸（けんこう）・地域づくりフェスタ」を

開催する。内容は、林家時蔵さんの

「健幸落語」、健康体操研究家・己抄

呼~Misako~（みさこ）さんの「笑う体

操」のほか、健康に関する各種コー

ナーを開設する（関連記事6ペー

ジ）。 

玉山地域振興会議の協議内容 

■玉山地域振興会議の概要 

玉山地域振興会議は、次の所掌事務を行う市長の附属機関です。 

設置期間は新市建設計画の終期に合わせて平成37年3月31日までとしています。 

■所掌事務 

▼地域振興会議は、市長などの諮問に応じ、次の項目で、玉山地域に係るものについて調査審議します。 

①盛岡市・玉山村新市建設計画の変更および執行状況に関する事項 

②市の基本構想、地域計画の策定および変更に関する事項 

③公の施設の設置、廃止、および管理運営に関する事項 

④その他市長などが必要があると認めた事項 

▼地域振興会議は、玉山地域の振興に関し必要があると認めた事項について、市長などに意見を述べることができます。 

質疑意見 

複数の委員から「ＰＴＡ会長・学区

内の自治会長から要望が出されて

いる、城内学童クラブの存続、閉校

後の城内小学校施設の活用につい

て、市と地元の合意形成が十分に

図られていないため話し合いを継続

すべき」との意見があり、本案件を

継続審議としました。 

■報告事項 

健幸・地域づくりフェスタ 
の開催について 

■諮問事項 

盛岡市立学校に関する条例の一部を改正する条例について 

説明（教育委員会事務局） 

城内小学校の閉校を巡っては、

市教育委員会が、市小中学校適正

配置基本計画により、複式学級の解

消を図る学校として位置づけ、保護

者や地域住民を対象とした説明会を

平成25年から行った。27年11月に

は、ＰＴＡ会長・学区内の自治会長

の連名で▼城内小は平成29年3月

末まで存続させる▼城内小児童は

渋民小に通学させ、中学校区も渋民

中とする――ことの要望書が盛岡市

長に提出された。 

これを受けて、市教育委員会では

条例を改正し、28年度末で城内小を

閉校しようとするものである。 

■自主的審議事項 

部会の構成について 

玉山地域振興会議では、会議の協議により、必要に応じて専門的調査などを行わせるために3つの部会を置くこ

とにしました。部会の構成委員を次のとおり決定しました。 

部会名 地域づくり部会 教育福祉環境部会 産業建設部会 

構成委員 部会長 

副部会長 

佐々木 由勝 委員 

春日川 都 委員 

工藤 昭視 委員 

日野杉 勉 委員 

村山 美栄子 委員 

部会長 

副部会長 

駒井 元 委員 

太田 司 委員 

岩崎 隆 委員 

福田 稔 委員 

山本 早苗 委員 

部会長 

副部会長 

千葉 進 委員 

外川 秀雄 委員 

金谷 純一 委員 

竹田 かづ子 委員 

米田 二郎 委員 

取り扱う 

事案の例 

市民協働に関すること、住民の

意向把握に関すること、防災に関

すること――など 

教育、芸術文化、体育に関する

こと、福祉施策に関すること、環境

施策に関すること――など 

観光施策に関すること、農林

業、商工業の振興に関すること、

公共施設の整備、交通施策等に

関すること――など 

 

城内小学校を閉校することについ

て諮問がありました。 

玉
山
地
域
振
興
会
議
の
協
議
内
容 



2017.1.1 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４回玉山地域振興会議 平成 28年 11月 16日に開催した第 4回盛岡市玉山地域振興会議。議題は報告

事項 2件、諮問事項 2件、委員は出席 15人、欠席なし 

■報告事項 

盛岡市・玉山村新市建設計画に係る執行状況の報告について 

説明（市長公室） 

計画に掲げる主要事業126事業

のうち、平成27年度は60事業を実

施、実績額は約72億6600万円となっ

た。このうち施設や道路などを整備

する「ハード事業」は37事業、実績額

約59億4800万円（うち玉山地域21事

盛岡市・玉山村新市建設計画（平

成18～36年度、主要事業126事業）

の執行状況について報告がありまし

た。 

質疑意見（要旨） 

未着手となっている▼玉山歴史

民俗資料館・石川啄木記念館整備

事業▼農地整備事業（寺林地区）▼

排水対策特別事業船田堰地区▼ＩＧ

Ｒ下田駅設置事業――の推進を図

ってほしいとの意見がありました。 

■諮問事項 

盛岡市立学校に関する条例の一部を改正する条例について 

業、同約12億8900万円）。 

これにより着手した事業は、全体

で117事業92.9％、ハード事業は93

事業中85事業91.4％（うち玉山地域

は59事業中51事業86.4％）となった。 

28年度は53事業を実施、42億

6800万円を当初予算に計上。うちハ

ード事業は31事業、約29億4500万

円（うち玉山地域21事業、約17億

2400万円）を計上している。 

本年度から新たに▼道の駅設置

事業▼県営かんがい排水事業（松

川大堰地区）▼渋民駅北地区整備

事業▼好摩駅西地区整備事業▼水

道未普及地域解消事業（飲用井戸

等設置補助事業）――の5事業に着

手している。 

前回会議で継続審議とした、

城内小学校の閉校に関する案

件を再審議しました。 

前回、閉校に係る要望事項

について協議不十分とされたこ

とで、改めて内部で検討し、保

護者や地域の代表に説明を行

ったところ了承を得られた。 

要望事項のうち、閉校後も城

内学童クラブを存続することに

ついては、城内小学校校舎内

の現在の場所で学童クラブを存

続することで関係者と協議を行

っている。 

校舎などの有効活用につい

質疑意見（要旨） 

――審議の結果「城内小学

校児童のより良い教育環境の

確保に向け、今後も学校関係

者や地域、庁内関係部署と連

携し取り組むこと」との意見を付

して可とする答申をしました。 

説明（教育委員会事務局） 

ては、体育館・校庭は、貸借契

約を結び地域住民が無償で利

用できるようにする（体育館の電

気料のみ実費負担）。校舎は民

間事業者を含めた活用につい

て検討する。備品は渋民小学

校に引き継いだ後、備品が不

足している市内小中学校で利

用する。 
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図工の授業で閉校記念の版画を制作する

5・6年生の複式学級 



玉山地域振興会議だより №41 ひめかみ 新春号 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■報告事項 

地域おこし協力隊の導入について 

説明（市長公室） 

市は、平成29年度から地域おこし

協力隊を、渋民地区と大ヶ生地区に

それぞれ1名程度導入する予定。 

地域おこし協力隊は、東京、名古

屋、大阪など都市地域に住む人を

移住させ、地域おこしの支援などを

行わせながら定住・定着を図る取り

組み。 

渋民地区への隊員の導入は、開

設から18年が経過し、宿泊客や利用

客が減少している総合交流ターミナ

ル施設「ユートランド姫神」の地域交

流施設としての機能再生を目指すも

の。 

質疑意見（要旨） 

山本委員 全国的に隊員の募集

に苦労している。また、岩手県に着

任した隊員たちから着任前のイメー

ジと現実とのギャップに戸惑ってい

るとの声も聞く。それらへの対策は。 

――募集は実績のある民間業者

に委託して行いたい。ギャップにつ

いては、採用を決定する前に、現地

に来てもらい地域と交流する機会を

■諮問事項 

盛岡市運動公園条例および同条例施行規則の一部改正について 

渋民運動公園整備事業による陸

上競技場改修に伴う、新たな使用区

分、料金などについて諮問がありま

した。 

説明（市民部） 

渋民運動公園陸上競技場の改修

を行い、トラックとフィールド境に設置

していたコンクリート標識を撤去し

た。これにより競技場内を2面に分け

質疑意見（要旨） 

駒井委員 照明の使用区分にあ

る全面・半面、全灯・半灯は具体的

今後、東京で説明会を開催、2月

上旬から募集を開始し面接などを経

て4月以降着任の予定。 

設け、本人や地元の意向を確認す

るなど解消に努める。 

太田委員 地元を離れた若い人

たちが戻ってくるような施策にも取り

組んでほしい。 

――現在行っているＵＩＪターン促

進、外部からの移住・定住促進に関

する事業にも一層力を入れたい。 

岩崎委員 協力隊導入による成

果を分析し継続的、長期的な取り組

みとしてほしい。 

佐々木委員 消費者、観光客の

ニーズが多様化する中、各分野ごと

に隊員が必要。隊員数を増やしてい

ってほしい。 

て野球とサッカーなどを同時に行うこ

とができるようになる。また、新たに照

明設備も設置する。これに伴う使用

区分・料金と照明の使用料金を定め

たい。 

にどのように点灯するのか。 

――照明設備は計6基設置する。

全面で6基、半面で4基の使用とな

る。また、1基につき8灯の照明がつ

いており、8灯全灯と半分の4灯点灯

の区分を設ける。 

◇    ◇ 

――審議の結果、この諮問に対

して可とする答申をしました。 

整備が進む渋民運動公園陸上競技場（写真左）

と照明設備。照明は全灯または半灯（4灯点灯）

で使用できる。 
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インフルエンザには、手洗い、うがい、マスクの着

用など日頃の予防策に加え、ウイルスに感染した

場合、重症化を防ぐにはワクチン接種が有効で

す。 

インフルエンザは例年12月から3月にかけて流

行します。ワクチンの効果が現れるまでには、接種

後2週間程度を要するので早めに予防接種を済ま

せましょう。【問い合わせ】玉山総合事務所健康福

祉課019-683-3869 

高齢者インフルエンザ予防接種 

■対象者 ①65歳以上の人②60歳以上65歳

未満で心臓、じん臓、呼吸器の機

能障がい、またはヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫機能障がいにより

身体障害者手帳1級の人(接種時

に身体障害者手帳を持参してくだ

さい) 

■場所・期間 市内指定医療機関で1月31日(火)

まで 

■自己負担金 1500円(市民税非課税世帯、生活

保護世帯および中国残留邦人等

支給給付受給世帯の人は事前申

請により無料) 

■その他 他市町村で予防接種を希望する

場合、市が発行する「予防接種実

施依頼書」を医療機関に提出して

ください。依頼書は発行まで1週間

程度かかりますので早めに申請し

てください(ただし、あすみのクリニ

ック(滝沢市)、滝沢中央病院(同)は

不要)。 

乳幼児・小学生 

インフルエンザ予防接種の補助 

■対象者   今年度から小学生までに拡大 

■場所・期間 市内指定医療機関で1月31日(火)

まで 

■補助額 1回の接種につき1000円(期間内2

回まで) 

■補助の受け方  市内指定医療機関に直接申

し込みしてください。申請に必

要な書類は指定医療機関に

用意してあります。 

 

玉山地域内では、市と委託業者が除雪を行い、冬期間の

通行確保に取り組んでいます。 

除雪車両の台数には限りがあるため、全ての市道等を一

斉に除雪することができません。皆様のご理解・ご協力をお

願いします。【担当】玉山総合事務所建設課019-683-3839 

路上駐車をやめよう 

道路や歩道に駐車しないでください。道路や歩道に駐

車していると除雪ができないため、作業が遅れたり、接触

事故が発生する恐れがあります。 

出入り口の除雪について 

除雪車両による除雪の際には、皆様の自宅の出入口を

確保しながら除雪することが困難です。ご迷惑をおかけし

ますが自宅前の除雪は皆様のご協力をお願いします。 

道路に雪を出さないで 

道路に雪を出すと路面が凸凹になり凍結します。除雪

の際は道路に雪を出さないようにしてください。 

凍結防止剤の配布 

路面凍結による歩行者の転倒や車のスリップなどの対

策として、個人や団体からのお申し出により凍結防止剤を

配布しています。ご協力いただける場合は担当までご連

絡ください。 

平成28年11月23日に盛岡市内の高松の池で回収したオオ

ハクチョウ１羽の死亡個体から、高病原性鳥インフルエンザウ

イルス（H5N6亜型）が検出されました。 

この病気が、家庭で飼われている鶏などに感染すると、殺

処分や、周辺の養鶏農場などに移動制限措置が講じられる

など、業界全体に大きな被害を及ぼします。発生を防ぐため

次の対策にご協力ください。 

野鳥・野生動物の侵入を防ぐため、飼育施設の破損部位

を修繕し、防鳥ネットで覆う。餌箱は、常に飼育施設内に置

き、散乱した餌の清掃を行う。 

鶏などに触れる際には手指をよく洗浄する。飼育施設で着

用した衣服や靴を替える。 

飼育施設の周囲は消石灰を散布するなど消毒を行う。 

飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川の水

を用いない。 

異状がみられた場合には、獣医師または県中央家畜保健

衛生所（019-688-4111）まで連絡する。 

インフルエンザの予防 除雪にご協力をお願いします 

鳥インフルエンザの対策 

お
知
ら
せ
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近
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「第39回盛岡市民植

樹祭」が10月16日に行

われました。盛岡市・玉

山村合併10周年を記

念し、今年は玉山地域

日戸の「サクラパーク姫

神」での開催に約270

人が参加。晴天の中、

ヤマブキやニシキギ、コ

玉山地域ゆかりの選手たち 
希望郷いわて国体・希望郷いわて大会 

地域ぐるみによる健康づくり・まちづくりの取り組みに生

かそうと「健幸(けんこう)・地域づくりフェスタ」(市、玉山地

域自治会連絡協議会、市玉山地域振興会議主催)が11

月12日、渋民公民館で開催されました。 

ステージでは、落語家・林家時蔵さんが、笑いが健康

面へもたらす様々な効能を紹介したあと、古典落語を披

露。生で聴く噺（はなし）に会場が沸きました。 

健康体操研究家の己抄呼~Misako~（みさこ）さんによる

「笑う体操」は、柔軟体操や複式呼吸などで、参加者が体

を動かしながら講演が行われました。20人程度のグルー

プ同士で競う「脳トレ体操」では、思ったように体が動かず

悪戦苦闘するグループも。講師のつっこみとユーモアあ

ふれる話しぶりに、会場から笑いが絶えませんでした。 

健康体験コーナーなどでは、ほねケア検診や、血管年

齢・体組成・足指力・肺機能の測定検査、カルシウム豊富

な「小松菜がんづき」の試食・レシピの紹介などが行わ

れ、訪れた人たちは、自分の健康状態や食生活への意

識を高めました。 

このフェスタにあわせて今年度の花いっぱいコンクー

ル(玉山地域自治会連絡協議会主催、佐々木由勝会長)

の表彰式が行われ、日戸自治会が2年連続の最優秀賞

に輝きました。本コンクールは玉山地域の19自治会が参

加し行われました。受賞した自治会は次のとおり。 

▼最優秀賞 日戸 ▼優秀賞 好摩2、馬場状小屋、

生出3 ▼優良賞 生出1、芋田向2、芋田、柴沢、巻堀 

▼奨励賞 寺林、城内、釘の平、外山、川又、芋田向1、

船田東、好摩東、武道、白沢 

盛岡市・玉山村合併10周年記

念事業として、玉山地域産業まつ

り（同まつり実行委員会主催）がユ

ートランド姫神で開催され、約

3300人が訪れました。ステージで

は地元の生出児童館や、生出小

学校の子どもたちが演技や太鼓

を披露したほか、民謡ショーや抽

選会などの多彩なイベントが展開

されました。会場内外に設けられ

た「産直市たまやま」では新鮮な

野菜や盛岡短角牛が提供され、

企業展示では高所作業車やター

レットトラックの試乗に子どもたち

の列ができるなど、人気を集めて

いました。 
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玉
山
地
域
産
業
ま
つ
り 

市
民
植
樹
祭 

*本イベントは、いわての森林づくり県民税事業を活用して開催されました。 

①ターレットトラック試乗②企業展示

の油圧ショベル試乗③エッグクラフ

ト制作体験④演技する生出児童館

の子どもたち⑤八丸牧場の馬との

触れ合いコーナー⑥工芸作品展示 

①林家時蔵さん②

己抄呼~Misako~

さんと参加者③小

松菜がんづき 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

① 

② 

③ 

ブシなど17種類の苗木のほか、オオヤマ

ザクラとヤマモミジの大きな苗も植えら

れ、参加した玉山小学校森林愛護少年

団の子どもたちも一緒に万歳三唱で締

めくくりました。 

これまで本紙に掲載しきれなかった選手を紹介します。これ

からも皆さんの応援をお願いします。（カッコ内は、在住または

出身地域・所属団体など）▼セーリング成年男子国体ウィンド

サーフィン級：伊藤茂夫さん（生出2・ムラテック）▼バレーボー

ル少年男子：福士徳紀さん（渋民1・一関修紅高校）、澤口渉さ

ん（山田・不来方高校）▼ラグビーフットボール少年男子（15人

制）：壽文字将さん（柴沢・盛岡工業高校）▼バドミントン成年女

子監督：外川正昭さん（薮川・㈱せいなん）▼バレーボール聴

覚障がい者の部：大坊英一さん（好摩1・県社会福祉事業団） 

健幸・地域づくりフェスタ 
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（9/8県営運■市小学校陸上記録会

動公園陸上競技場）◆100㍍【6年女

子】菅原凜(生出小)7位【6年男子】千

葉徹平(好摩小)4位◆80㍍ハードル

【5年男子】伊藤大和(好摩小)7位【6

年女子】 畠山舞(好摩小)6位◆400

㍍リレー【5年男子】渋民小(盛田樹

一、澤口和李、大宮大和、下上斗

真)8位◆800㍍【5年男子】大宮大和

(渋民小)9位◆走幅跳び【5年男子】

下上斗真(渋民小)5位◆ボール投げ

【5年女子】坂本はるな(渋民小)7位

◆走り高跳び【5年女子】金井日和

(渋民小)6位【5年男子】岩崎太雅(好

摩小)9位 

 

（9/6■盛岡市中学校駅伝競走大会

県営運動公園陸上競技場）◆男子

の部  渋民中  3位◆区間賞【第3

区】小野寺周生(渋民中2年) 

 

（9/1県■盛岡市中学校陸上記録会

営運動公園陸上競技場）◆走り幅跳

び【1年男子】一戸崇(渋民中)2位【1

年女子】高橋あずさ(巻堀中)5位◆走

り高跳び【2年男子】村里蓮 (玉山

中 )5位【3年男子】舘石裕輔 (渋民

中)5位◆100㍍【3年女子】松島友莉

那(玉山中)8位◆200㍍【1年男子】千

葉勇真(巻堀中)1位、福田真都(渋民

中)6位◆100㍍ハードル【1年男子】

菅原那津(渋民中)6位◆1500㍍【1年

男子】田中蓮(巻堀中)7位【2年男子】

大石颯玖(渋民中)6位【3年女子】伊

藤みなと(渋民中)8位◆砲丸投げ【共

通男子】新家徳将(渋民中)8位 

 

（9/17～19■盛岡市中学校新人大会

渋民中体育館ほか）◆バレーボール

【男子】渋民中2位【女子】玉山中3位

◆柔道【男子団体】巻堀中2位【男子

50㌔級】高橋滉人 (巻堀中2年)3位

【同55㌔級】竹花賢斗(巻堀中2年)1

位【同81㌔級】岩﨑優樹 (巻堀中2

年)2位【同90㌔超級】福浦大翔(巻堀

中2年)1位、小笠原優(巻堀中2年)2

位 

 

（9/10八幡■岩手県中学校新人大会

平市松尾相撲場、11/19～20宮古市

民総合体育館ほか）◆相撲【男子団

体】巻堀中1位【個人軽量級】岩﨑優

樹(巻堀中2年)1位【同無差別級】福

浦大翔(巻堀中2年)1位、小笠原優

(巻堀中2年)2位、岩﨑優樹(巻堀中2

年)3位【個人2年の部】福浦大翔(巻

堀中)1位、小笠原優(巻堀中)2位◆

柔道【男子90㌔超級】福浦大翔(巻堀

中2年)3位 

 

■各種大会・コンクール 

◆第54回きれいな街づくり運動図

(市画コンクール「花や緑の絵の部」

ほか主催)【金賞】右京琉之介(城内

小3年)【銀賞】岩崎蒼生(好摩小6年)

【銅賞】畠山未来(好摩小6年)◆第48

(市ほか主回花の児童画コンクール

催)【金賞】太田來夢(城内小3年)◆第

玉山っ子の入賞記録 
各種大会の入賞結果 

10回絵で伝えよう！わたしの町のた

(盛岡ユネスコ協会主からもの絵画展

催)【特別賞】氣田彩香(城内小4年)

【金賞】竹田美奈(生出小6年)【銀賞】

号刀一郎(生出小6年)【銅賞】岩崎野

乃花(生出小5年)、坂田吏生(生出小

6年)、西村一路(生出小6年)【特別学

校賞】城内小学校◆市福祉作文・標

(市社会福祉協議会主語コンクール

催)▼作文小学校低学年の部【優秀

賞】工藤和咲(巻堀小1年)◆岩手読

(岩手日報社ほ書感想文コンクール

か主催)▼小学校高学年の部【優秀

賞】岩間祐佳(好摩小6年)◆県中学

(9/8サンセール盛校英語弁論大会

岡、県中学校英語教育研究会ほか

主催)【1、2年暗唱の部】竹田永美里

(渋民中)2位◆市PTA三行詩コンクー

(市PTA連合会主催)【優秀賞】栗ル

村陽哉(好摩小2年)、久保完太(渋民

小5年 )【団体賞】好摩小学校◆県

(県PTA連合PTA三行詩コンクール

会主催)【奨励賞】八重畑凜空(好摩

小2年)◆わたしの主張盛岡東地区

(9/5下橋中学校、同実行委員会大会

主催)【実行委員会会長賞】佐藤竜雅

(巻堀中3年)【優良賞】内藤雪乃(渋

民中3年)◆市中学校独唱・重唱大会

(市教育研究会主催)【優秀賞】岩﨑

千夏・長谷川星愛(巻堀中3年)【優秀

賞】古川奈津希(巻堀中3年)◆JAバ

ンクカップ第34回岩手県少年サッカ

(11/3～13いわぎんスター新人大会

ジアムほか、県サッカー協会ほか主

催)エスペランサ玉山ジュニア4位 
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【問い合わせ】同記念館019-683-2315 

■啄木かるた講座 

初心者の方向けに、啄木かるた遊びを体験

する講座です。【日時】1月7日（土）10時～12

時【場所】渋民公民館【定員】36人【料金】無料

【申込】電話で先着順 

■第15回啄木かるた大会 

啄木かるたを使った熱い戦いが繰り広げら

れます。【日時】2月18日（土）▼小学生1～3年

の部・中学生の部 10時～12時（受付9時半

～）▼小学生4～6年の部・一般の部 13時～

16時（受付12時半～）【場所】姫神ホール【申

込】小学生以上3人1組で申込みください 

■ミニ展示「北の渋民、南の渋民」 

一関市の渋民に生まれた仙台藩の儒学

者、芦東山（あしとうざん）。啄木と同じ渋民と

いう故郷を持つ偉人を紹介します。【期間】1月

28日（土）～4月16日（日）【場所】同記念館【料

金】一般300円、高校生200円、小学生100円 

お酒を飲む機会の多い時期

ですが、少しでもお酒を口にし

たら、車の運転は絶対にやめま

しょう。▼飲酒運転４（し）ない運

動①運転するときは酒を飲まな

い②運転する人に酒を提供し

ない③酒を飲んだ人に車を提

供しない④酒を飲んだ人の車

に同乗しない 

絶対やめよう 飲酒運転 

積雪や路面凍結によるスリッ

プ事故の多発が心配されます。

慎重な車の運転を心がけましょ

う。▼冬道の安全運転（いち、に

っ、さん運動）①１割スピードダ

ウンしよう②２倍の車間距離をと

ろう③３分早めに出発しよう 

冬道の運転に注意 

出発前には車の雪下ろしを！ 

還付金詐欺 

多発!! 

県内の被害額は5238万円

で前年と比べ、29件、被害額

は4033万円増加しています。 

還付金詐欺と思われる電話

が、玉山地域でも多くかかって

きています。 

ＡＴＭの操作でお金が戻るこ

とはありません。他人事と考え

ず、警戒していればすぐに見破

ることができます。怪しい電話は

すぐ切り、家族や最寄りの警察

署に相談しましょう。 

石川啄木記念館 各種事業のお知らせ 

*本コーナーに皆様からの情報をお待ちしています。ご連絡は表紙の発行元まで。 
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巻堀地区 

佐々木 清 さん 

 
巻堀地区 

佐藤 ヒサヨ さん 

 
渋民地区 

松坂 幸美 さん 

 
渋民地区 

菅原 カヨ子 さん 

 
玉山地区 

畑中 茂 さん 

 
玉山地区 

室坂 光榮 さん 

 

 
松内 

伊藤 八重子 さん 

 
大台 

髙橋 敏 さん 

 
小袋 

舘野 理々子 さん 

好摩１ 

（委嘱手続き中） 

 
好摩 2 

一ノ渡 カチ子 さん 

 
野中 

沼山 人見 さん 

 
芋田向 1 

佐々木 忠榮 さん 

 
芋田向 2 

工藤 喜悦 さん 

 
芋田向 2 

中村 幸吉 さん 

 
好摩東 

髙橋 廣行 さん 

 
好摩東 

野崎 正彦 さん 

 
元好摩 

髙橋 政雄 さん 

 
馬場状小屋 

長沼 照雄 さん 

 
前田 

米田 宗一 さん 

 
巻堀 

齋藤 勲 さん 

 
永井 

髙橋 静雄 さん 

 
寺林 

村山 純子 さん 

 
大平 

渡向 安雄 さん 

 
姫神 

佐藤 悦男 さん 

 
芋田 

玉山 道子 さん 

 
門前寺 

大西 福子 さん 

 
渋民１ 

伊五澤 正光 さん 

 
渋民 2 

薄井 裕香子 さん 

 
沢目 

荒屋 房子 さん 

 
武道 

石川 克子 さん 

 
生出 1 

伊藤 和夫 さん 

 
生出 2 

角掛 淑子 さん 

 
生出 3 

高橋 初代 さん 

 
山田 

齋藤 勉 さん 

 
下田川崎 

坂本 初男 さん 

 
舟田 1 

太田 繁 さん 

 
舟田 2 

渡邊 一義 さん 

 
舟田 2 

太田 俊哉 さん 

 
柴沢 

坂本 まつ子 さん 

 
白沢 

細野 えつ さん 

 
城内 

本山 礼子 さん 

 
山谷川目 

湯澤 君子 さん 

 
日戸 

廣内 接子 さん 

 
釘の平 

片島 百合子 さん 

 
川又 

大平 憲光 さん 

 
外山 

畠山 貞男 さん 

 
薮川 

小倉 奈保美 さん 

身近な福祉の相談役 民生委員・児童委員 が改選 
12月1日、民生委員・児童委員委嘱状伝達式が盛岡市民文化ホールで行われ、玉山地域から民生委員・児童委員41人、児童

福祉を専門とする主任児童委員6人が委嘱されました。高齢者や障がいをお持ちの方への支援が必要なとき、子育てや介護での

心配ごとや不安、困ったことがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員へお気軽にご相談ください。 

お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員への連絡については、地域福祉課(626-7509)または、健康福祉課

(683-3869)へお問い合わせください。 

民生委員・児童委員 

主任児童委員 
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