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保健情報

保健福祉センター

子育て支援課

☎ 44-4560 ℻ 44-4337
e-mail：hofuku@town.kanegasaki.iwate.jp

金ケ崎町西根鑓水 98

☎ 44-4611 ℻ 44-4337
e-mail：kosodate@town.kanegasaki.iwate.jp

金ケ崎町西根鑓水 98

保健福祉センターからのお知らせ

子育て支援課からのお知らせ

金ケ崎町ファミリー
サポートセンター

金ケ崎町ファミリーサポー

■サポートできる内容

▼保育施設等への送迎

▼学校の放課後︵長期休み︶︑

学童保育終了後の預かり

▼冠婚葬祭や買い物等外出の

℻ 44-5661

トセンターは︑おねがい会員

場合の預かり

☎ 41-1900

金ケ崎町西根西地蔵野 5 開館時間：午前 10 時〜午後 6 時

等

町立図書館

風だ よ り

未曾有の東日本大震災から早

８年が経つ︒当時のことを思い出

すと今でも自然への畏怖に襲われ

宅を造った住田町の復興支援は︑

る︒県や政府よりいち早く仮設住

﹁小さな町の大きな挑戦﹂として︑

当時マスコミにも盛んに取り上げ

私が所属している﹁江戸楽会﹂

られた︒

図書館だより
図書館からのお知らせ

☆企画展「金ケ崎町の出版」
■期間

3 月 3 日㈰〜 4 月 28 日㈰

■場所

展示・情報コーナー

平成 30 年 1 月から 12 月の間に、金ケ崎町民や金

在京金ケ崎人会

ケ崎に関係する団体、事業所等が出版した書籍・冊子

幹事長

を展示・紹介します。把握漏れのため展示紹介できな

阿部 敬さん

かった作品等についてはご容赦願います。

さいたま市在住

域の海産物や塩等を内陸に運ぶ︑

塩街道の宿場町で︑豪商の建物と

蔵が並ぶ﹁町屋﹂が今でも残って

いる︒江戸時代は伊達藩直轄の重

要地域で︑大船渡︑陸前高田とと

もに︑神社・仏閣が盛んに造られ︑

﹁扇垂木﹂など宮大工の技を競い

合ってきた︒先人が︑子供や孫の

為にと︑町有林に気仙杉を植えた︒

たいと︑
﹁林業日本一の町﹂を目指

その気仙杉を何とか生かしていき

し︑江戸時代から継承してきた気

仙大工の伝承技能を大事にしなが

ら︑地域づくりを進めてきた︒

その住田町が︑同じ﹁気仙地域﹂

の仲間 陸
( 前高田・大船渡 を
)見
捨てるわけにはいかないと︑町単

独で 戸の﹁一戸建て木造仮設住

宅﹂を建設した︒
﹁隣の人が溺れ

ているのを︑そのまま見て見ぬふ

長の思いを伝えた︒会を主宰して

りはできなかった﹂と言う多田町

いる青木氏から︑
﹁まるで現場にい

て話を聞いてる見たいだ﹂と言う

コメントをいただいた︒後日︑多

93

とまかせて会員とをつなげる

ます。詳しくはお問い合わ

ファミサポか

登録施設を随時募集してい

ふるさとへの

▶ミルク用

★登録施設にはこ
のマークが入った
ステッカーやのぼ
りが掲示してあり
ます。

せください。

の報告会で︑この取り組みを知っ

幸い︑当時陣頭指揮を執った前住

田先輩が心配して︑
﹁うまく話せ

たか﹂と電話が来た︒いくつになっ

している︒

ても頼りない後輩で心配をおかけ

広報かねがさき●平成 31 年 2 月

てもらおうと考え︑現地を訪れた︒

田町長多田欣一さんは︑学生時代

の大先輩︒当時の悲惨な状況につ

ことが出来た︒住田町は︑沿岸地

いて︑現場での出来事を交え聞く
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在京金ケ崎人会へのお問い合わせやご連絡は左記へ

▼連絡事務所︵金澤志年︶☎・
０４４ ７
- １１ ２
- ３１０
e-mail skshoukai@gmail.com
首都圏在住の金ケ崎出身者やゆかりのある方の入会を歓迎いたします︒
℻

▶授乳場所の提供

※かねがさき赤ちゃんの駅

town.kanegasaki.iwate.jp）

「気仙大工の里」

▼通院の付添いサポート

▶おむつ替えの場の提供

右の QR コードから
も回答できます。

保健福祉センター元気 100 歳健康

44

■かねがさき赤ちゃんの駅でできること
の湯の提供

支援係（☎ 44-4560、℻ 44-4337、E-mail:hofuku@

会員制の子育てネットワーク

す。お気軽にご利用ください。

６
- ０６０

■提出先・問

■申込先・

設では、下記のいずれか、もしくはすべてを提供していま

検診意向調査は世帯ごとの調査です。職

場や病院等で受診する人も回答してください。

です︒一時的に育児のお手伝

のために気軽に立ち寄ることのできる施設のことです。施

を受けましょう。

の回収箱に投かんのいずれかで提出してください。

ねがさき︵社会福祉法人金ケ

乳幼児を連れた保護者が、外出時におむつ替えや授乳など

療が重要となってきます。
自分自身や家族の未来のために検診

生涯教育センター及び各地区生涯教育センター設置

いが必要な時︑会員相互でサ

返 信 用 封 筒 に 入 れ て 郵 送、 電 話、

FAX、E ﾒｰﾙ、保健福祉センターに直接持参、中央

■その他

駅設置事業に取り組んでいます。「赤ちゃんの駅」とは、

います。ほとんどのがんは早期には自
覚症状がないため、早期発見・早期治

2 月 28 日㈭

を目指し、町では、赤ちゃんの

崎町社会福祉協議会内︶

提出をお願いします。

子育てしやすいまち

ポート活動を行います︒お気

年度の検診意向調査を実施します。提出期限までに

☎

日本人の 2 人に 1 人が生涯のうち
にがんになる可能性があるといわれて

がん検診等の受診意向を確認するため、平成 31

■提出方法

「かねがさき赤ちゃんの駅」を
ご利用ください！

軽にご利用ください︒

〜子育て応援ガイド〜

「平成 31 年度検診意向調査」実施のお知らせ
〜必ず提出してください〜

■提出期限

子育て広場

今回は次の一冊を紹介します。

information

☆こどもお話会
■日時

3 月 9 日㈯午前 11 時〜 11 時 30 分

■内容

朗読ボランティア岩渕英子さんによるお

話など
☆こども映画会
■日時

3 月 16 日㈯午前 11 時〜 11 時 30 分

■内容 「おおかみと七ひきのこやぎ」など
〇休館
２月 25 日㈪〜３月２日㈯は、蔵書点検等を行う

「柳は萌ゆる」

（平谷美樹著／実業之日本社）
知られざる、
もう一つの戊辰戦争！

維新の動乱に立ち向かった、盛岡
藩の若き家老・楢山佐渡。新しい
世にふさわしい政の実現を志した
男の、苦悩と激烈なる生きざまを
描いた歴史長編。
『岩手日報』連
載を加筆修正して単行本化。

ため、休館となります。
〇まだまだいろんな企画が！ＷＥＢでチェック↓
▶ホームページ

▶ツイッター

▶としょかんメール

広報かねがさき● 2019-2
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