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第３回ポーセラーツ教室

～ 農業を始めたい人の相談会 ～

世界に一つのテーブルウエアをつくってみま

「新農業人フェアｉｎいわて」

せんか。
日時 １月 14 日（日）午後１時～３時

近年、ふるさとに戻って就農を志すＵターン希望
者や、自然に恵まれた岩手県農村に安心で心豊かな
生活の実現を求めて、新たに農業にチャレンジする
人が増加しています。
新たな就農希望者へ、県内の就農、就業などに関す
る的確な情報を提供し、円滑な農業担い手の確保・育
成、定着を目的とした新規就農相談会を開催します。
日時 １月 13 日（土）午前 10 時 30 分～午後３時
場所 いわて県民情報交流センター「アイーナ」８
階 804 会議室（☎ 019-606-1717、〒 020-0045
盛岡市盛岡駅前西通１丁目７- １）
対象者 新規就農を希望している人、Ｕターンを希
望している人、農業法人へ就業・研修を希望してい
る人、農業体験を希望している人、農業・農村に興
味を持っている人など
相談内容 就農地域の紹介、農業技術・経営の習得、
農地の確保、資金の調達、農業法人への就業・研修、
独立就農に向けた研修、そのほか就農・就業に必要
なこと

場所 中央公民館

ち

か

こ

講師 graine（グレンヌ） 山下千香子さん
内容 タンブラー１個
受講料 1,400 円
定員 先着 10 人※親子参加歓迎
持ち物 はさみ、カッター
申込期限 １月５日（金）

日程
時間

内容、場所

10：00 ～ 10：30

受付

10：30 ～ 12：00

新規就農セミナー（804 会議室 Ａ ）

10：30 ～ 15：00

個別相談

（804 会議室 入口 ）

問い合わせ、申込先
中央公民館（☎ 23-2870）

（804 会議室 Ｂ ）

対応者 ハローワーク職業相談担当者、岩手県農業
農村指導士、新規就農者受け入れ市町村、県関係者
および関係団体の担当者、新規就農研修など受け入
れ経営体、新規就農相談センター就農相談員農業雇
用・研修受け入れ農業法人など
参加経費 入場無料 ※申し込みは不要です
問い合わせ先 （公社）岩手県農業公社就農支援課（☎
019-623-9390）

高病原性鳥インフルエンザの

羊毛フェルト教室
毛です。針で刺しながら形を整えていき、さま

エンザの発生を防ぐため、次のことに注意し、衛
生対策への協力をお願いします。
【市民の皆さんへ】

広
報

② ウイルスの侵入は野鳥に限りません。飼育小
屋の金網などの隙間や破れをふさいでください

① 野鳥への接触、餌付けなどは避けてください。

③ 放し飼いはやめてください

野鳥は鳥インフルエンザ以外にもさまざまなウイ

④ 給水用の水は、水道水を使用してください

ルスや細菌、寄生虫をもっています

⑤ 飼育小屋への出入り時は、靴底の洗浄、消毒

② 死亡した野鳥を見つけた場合は、手を触れず

をしてください

に二戸保健福祉環境センターへ連絡してください

⑥ 鳥の世話の前後は、手洗い、うがいをしてく

③ 養鶏場には立ち入らないでください。鳥イン

ださい
⑦ 鳥に異常があるときは、二戸保健福祉環境セ

フルエンザウイルスに限らず、さまざまなウイル
スを侵入させる恐れがあります
④ 鳥インフルエンザウイルスは感染した鳥との濃
密な接触などを除いて、通常、人に感染しません
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小屋の中に置き、
餌を小屋の外にこぼさないなど、
野鳥を近づけないように注意してください

にのへ

№ 288

ンターへ至急連絡してください
問い合わせ先 二戸保健福祉環境センター（☎
23-9206）
、農林課（☎ 23-0180）

九戸城を学ぶ会
ふみお

岩手大学菅野文夫教授を迎え、九戸城に関わ

ざまなモチーフを作ることができます。

る学習会を行います。歴史に興味がある人はぜ

日時 １月 27 日（土）午後１時～４時

ひ参加ください。
（全４回）

場所 中央公民館

日時

内容 花のコサージュ

月 21 日（水）、３月７日（水）
、各日午後２時

参加料 1,500 円
定員 先着 15 人

30 分～４時 30 分
場所 石切所公民館

申込期限 １月 19 日（金）

講師 岩手大学教育学部

問い合わせ、申込先

受講料 無料

中央公民館（☎ 23-2870）

１月 10 日（水）
、２月７日（水）
、２

菅野文夫 教授

定員 先着 50 人
申込期限 １月５日（金）
問い合わせ、申込先
石切所公民館（☎ 23-3990）

あいがんけい

時期となりました。市内での高病原性鳥インフル

ラジオの仕事を通して言葉の大切さやコミュ
ニケーションの勉強ができます。冬休みの思い
出、自由研究の課題として、ぜひ参加ください。
日時 １月８日（月祝）～ 10 日（水）、各日
午前 10 時 15 分～午後０時 40 分
場所 カシオペア FM
対象 カシオペア地域の小学校５、６年生
定員 各日１～３人
費用 無料
内容 スタジオ見学、発声練習、原稿読み、生
放送出演など
持ち物 筆記用具、飲料水
申込期限 12 月 22 日（金）
問い合わせ、申込先 カシオペア FM（☎ 433461、FAX：43-3468、E-mail：1@779.jp）

いくことで繊維が絡まりながら固まっていく羊

【愛玩鶏を飼育している皆さんへ】
① 防鳥ネットを設置し、餌箱や水飲み場は飼育

カシオペアキッズ DJ

羊毛フェルトは、専用の針でちくちく刺して

発生を予防しましょう !
高病原性鳥インフルエンザの発生が警戒される

ラジオパーソナリティ体験！

各イ
種ベ
教ン
室ト
情
報

こどもふるさと教室

かるた教室

ほうじょう

五穀豊 穣を願い、一緒にみずき飾りをしま
しょう。

百人一首を通じて日本語の美しさに触れ、楽

日時 １月 28 日（日）午前９時 30 分～午後３時

しみながら記憶力や集中力を高めてみませんか。

場所 石切所公民館

日時 １月 13 日（土）
、
14 日（日）
、20 日（土）
、

対象 小学生以下※幼児、低学年は保護者同伴

21 日（日）
、27 日（土）、28 日（日）、２月

講師 こぶしの会、地域のボランティアの皆さん

３日（土 )、
10 日（土）
、
11 日（日）、
17 日（土）
、

内容 みずき飾り、紙芝居、昔の遊び、おもちゃ

18 日（日）
、24 日（土）
、各日午後 2 時～４

作りなど

時 30 分

参加料 １人 500 円（肉汁、おやつ、おもちゃ
材料費など）

※日程は変更になる場合があります
場所 中央公民館

定員 先着 30 人

講師 二戸かるた協会

持ち物 おにぎり、上履き
申込期限 １月 19 日（金）
問い合わせ、申込先
石切所公民館（☎ 23-3990）

参加料 無料
申込期限 １月 11 日（木）
問い合わせ、申込先
中央公民館（☎ 23-2870）
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