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■投票日　令和 2年2月16日（日）

　　　　　午前 7時～午後 6時

■投票所　町内 11投票所 ※ハガキをご確認ください

　 期日前投票のご案内
■日時・場所
▶金ケ崎町役場 3階会議室（全日程）
2 月 12日㈬～ 2月 15日㈯午前 8時 30分～午後 8時
▶イオンスーパーセンター金ケ崎店（園芸側入口）
2 月 13日㈭午前 10時～午後 8時

　 入場券について
　入場券は、1通に 2人分印刷しています。3人以上の世帯は 2
人を超えるごとに別のハガキに印刷して送付しています。投票の
際は、自分の名前のものかを確認してご持参ください。

　 その他
　選挙日当日（2月 16日）は、役場での投票はできませんので
ご注意ください。告示日（2月11日）の立候補届け出状況により、
選挙にならない場合があります。
問　金ケ崎町選挙管理委員会（42-2111）
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投票に行こう！
金ケ崎町議会議員選挙

金ケ崎診療所　　 (44)2121　　　文化体育館　　 　(44)3010　　　西部地区センター (43)3414　　　森山スポーツ事業団 (44)5600
金ケ崎歯科診療所 (44)2842　　　中央センター　　 (44)3123　　　永岡地区センター (44)6068　　　金ケ崎温泉・駒子の湯 (43)2227　
水処理センター　 (44)2136　　　街地区センター　 (42)3608　　　北部地区センター (43)3038　　　子育て支援センター (44)3365
図書館　　　　　 (41)1900　　　三ケ尻地区センター (42)4376　　　金ケ崎要害歴史館 (42)3060　　　生きがい交流センター (44)6500　
給食センター　　 (44)3313　　　南方地区センター (44)2001　　　町民菜園パーク　 (44)4446　　　シルバー人材センター (44)3219　

奥州エフエム (周波数 77.8MHz)で行政情報配信中・・・・・・「インフォメーション金ケ崎」㈪～㈮　❶午後 0時 47分～　❷午後 5時 49分～
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性感染症等検査日程（2月分）
変更のお知らせ

　令和元年度性感染症等検査日程
を下記のとおり変更します。
■変更後実施日時　2月 13日㈭
午前 9時～正午（肝炎ウイルス
相談・検査は午後 2時まで受付）
■検査場所　奥州保健所（奥州市
水沢大手町 5-5）
■検査項目　エイズ相談・HIV 抗
体即日検査、肝炎ウイルス相談・
検査、梅毒相談・検査、性器クラ
ミジア相談・病原体検査、骨髄バ
ンク登録検査
問　奥州保健所（☎ 22-2831）

奥州金ケ崎休日診療所2月
担当医師変更のお知らせ

■変更後の担当医　
▶ 11日㈫石川元子先生（石川病
院）▶ 23日㈰岩﨑雅先生（桜井
医院）▶ 24日㈪石川健先生（石
川循環器内科クリニック）
問　奥州金ケ崎行政事務組合（☎
24-5821）

▶町民と町長の対話の場「ふれあい町長室」　予約先・問　総合政策課（内線 2316）
■日時　2月 26日㈬午前 9時 30分～ 11時 50分　※要予約

県立胆沢病院市民講演会
「正しく学ぼう！がんの免疫療法」
　県立胆沢病院では、ノーベル賞
受賞などで注目されている「がん
の免疫療法」について講演会を開
催します。がんの免疫療法につい
て正しく学べる機会です。お気軽
にご参加ください。
■日時　3 月 3 日㈫午後 2 時～
3時（受付：午後 1時 30分～）
■場所　県立胆沢病院ヘリポート
会議室（奥州市水沢龍ケ馬場 61病
院正面駐車場西側ヘリポート 1階）
■講師　県立胆沢病院　鈴木俊郎
副院長、船水祐里薬剤師
■その他　参加費無料、申し込み
不要です。
問　県立胆沢病院地域医療福祉連
携室（☎ 24-4121）

多重債務相談窓口
のご案内

　自らの収入で返済しきれないほ
どの借金を抱え、お悩みの人の相
談に応じます。秘密厳守、相談無
料です。安心してご相談ください。
■相談専用電話　☎ 019-622-
1637
■相談窓口　東北財務局盛岡財務
事務所（盛岡市内丸 7-25 盛岡合
同庁舎 4階）
■時間　平日午前 8時 30分～午
後 4時 30分

女性のための女性司法書士
による相談会開催

　岩手県司法書士会では、相続・
成年後見・借金問題・家族間の問
題等法律に関係する悩みを抱えた
女性のために女性司法書士による
相談会を開催します。
■日時　3月１日㈰午前 10時～
午後 4時
■場所　岩手県司法書士会館（盛
岡市本町通二丁目 12-18）
■対象　女性
■無料電話相談　①☎ 0120-
823-815（フリーダイヤル）　②
019-623-3355（通話料有料）
※電話相談の日時も同じ
■その他　相談は事前予約優先と
なります。
■予約先・問　岩手県司法書士会
（☎ 019-622-3372）

「働きたい！」若者を応援！
いちサポおうしゅうルーム

　これから働きたい39歳までの人
などを対象に就労に関する個別相
談、スキルアップ支援を行います。
■日時　3月 4日㈬、18 日㈬午
前 10時～午後 3時
■場所　メイプル地下 1階（奥
州市水沢字横町 2-1）
■申込締切　各日前日まで
■申込先・問　いちのせき若者サ
ポートステーション（☎0191-48-4467）

いて積極的に配慮している事業所など　▶災害時に
事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力して
いる事業所など　▶従業員による機能別消防分団を
設置している事業所など
※登録の場合は下記までご連絡ください。
問　生活環境課（内線 2134）

金金ケ崎町消防協力事業所を募集しています！
　町は、消防団と事業所の連携・協力体制を図り、地域
の消防防災力の充実強化などを目的として、町消防団に
協力していただける新規登録事業所を募集しています。
■認定基準　次のいずれかに該当する事業所
▶従業員が消防団員として入団し、かつ 5年以上
雇用している事業所など　▶従業員の消防活動につ

お詫びと訂正
　広報かねがさき 1月号（5頁）
の記載に誤りがありましたのでお
詫びして次のとおり訂正します。
■正　太陽の子スポーツ少年団代
表　菅
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■誤　（金ケ崎小 5年）



ⅰ nformation
お知らせ 保健福祉センター (44)4560

子育て支援課　　 (44)4611　

金ケ崎町役場　☎ 0197-42-2111( 代表 )
ホームページアドレス　http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/
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▶行政相談窓口のご案内　　問　総合政策課（内線 2311）
■日時・場所　2月 18日㈫午前 10時～正午・南方地区生涯教育センター

襖の張替え講習会
参加者募集中！

■日時　2月 12日㈬午前 9時～
午後 4時頃
■場所　町民菜園パーク
■内容　襖の張替え作業
■対象　町内在住の 60歳以上の
人（シルバー人材センター会員に
なることを希望する人）
■募集人数　10人
■申込締切　2月 10日㈪
■持ち物　昼食、飲み物
■申込先・問　町シルバー人材セ
ンター（☎ 44-3219）

いわて農業入門塾
参加者募集中！

　農業を始める前に、知っておき
たい野菜栽培の基礎知識が身に付
きます。ぜひご参加ください。
■日時・内容　5月 9日㈯～ 10
月 24日㈯▶講義：指定する土曜
日（全 11 回）午前 10 時～ 11
時 30分▶実習：毎週土曜日（全
25回）午後 1時～ 3時 30分
■場所　県立農業大学校
■経費　15,000 円（傷害保険・
教材・実習経費）
■申込締切　3月 25日㈬必着
■申込方法　下記までお問い合わ
せください。
■申込先・問　県立農業大学校（☎
43-2211）

令令和２年度中央生涯教育センター施設利用のご案内
　令和２年度の中央生涯教育センターの施設利用の
受付を開始します。利用を希望する場合、次のとお
り申請してください。
■受付開始日　3月 2日㈪～
■申請方法　中央生涯教育センター窓口または
FAXで施設利用申請書を提出してください。

おたふく予防接種
費用を一部助成します！

　町は、任意接種であるおたふく
予防接種費用の一部助成を行っ
ています。平成 31 年 4 月 1 日
以降の接種分の申請期限は令和 2
年 3月 31日㈫までです。お早め
に申請してください。
■対象者　町内に住所を有し、医
療機関で接種を受けた満 1歳以
上 5歳未満（接種時年齢）の幼
児の保護者
■助成額　3,000 円（1人 1回）
■申請方法　保健福祉センター窓
口で申請　※申請前に接種および
支払いを行ってください。
■申請に必要なもの　▶町おたふ
く予防接種費助成申請兼請求書（保
健福祉センター窓口に設置）▶領収書▶予
防接種済証または母子健康手帳▶
口座番号が確認できる通帳、印鑑　
問　保健福祉センター（☎ 44-
4560）

こども救急相談電話

　夜間に、電話でこどもの病気や
事故のことで相談ができる窓口で
す。経験豊かな看護師がアドバイ
スします。
■時間　午後７時～午後 11時
■電話番号　局番なしの＃ 8000
または 019-605-9000

シニア世代のための
「あすなろ学校」開催中！
　65歳以上の町民の皆さんを対
象に、健康や生きがいづくりを学
ぶ講座「あすなろ学校」を開催し
ています。２月のテーマは「お金」。
これからの暮らしとお金について
学びませんか。参加費は無料です。
ぜひ、ご参加ください。
■日時　2月 25 日㈫午前 10 時
30分～正午
■場所　特別養護老人ホームあす
なろ（六原坊主屋敷 36-1）
■内容　ファイナンシャルプラン
ナーが教える「これからのお金の
あれこれ」
■定員　15人
■申込先・問　特別養護老人ホー
ムあすなろ（☎ 41-9211）

「体操ショッピングバス」
2月運行のお知らせ

　健康づくりをしながら、交流や
買い物を楽しみませんか。
■日時　2月 19 日㈬午前 10 時
～午後 2時 30分頃
■対象　町内在住のおおむね 65
歳以上の人
■内容　健康チェック、軽体操、
お買い物（自己負担）など
■申込締切　2月 12日㈬
■申込先・問　町社会福祉協議会
（☎ 44-6060）

■受付時間　平日の午前 9時～午後 5時
■その他　使用を希望する 2カ月前から申請する
ことができます。
問　中央生涯教育センター
（☎ 44-3123、FAX44-3125）
　　　　※利用申請書様式はこちら→
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令和 2 年 2月15日 土曜日金ケ崎町中央生涯教育センター 大ホール

9：30 - 12：00（開場 9：00）入場無料

たくましいかねがさきっ子★ダンスフェスタ

たくましいかねがさきっ子★ダンスフェスタ

今日から親子で片づけ上手！整理で家族がステキに変わる

今日から親子で片づけ上手！整理で家族がステキに変わる講師　NPO法人ハウスキーピング協会認定

　　　1級整理収納アドバイザー
　　　　　　大法　まみ　氏

中学生によるエミリィ・ディキンスン氏の詩の朗読

中学生によるエミリィ・ディキンスン氏の詩の朗読

たくましいかねがさきっ子育成推進大会

たくましいかねがさきっ子育成推進大会

令和元年度
令和元年度

金ケ崎町「生涯教育の町」宣言 40 周年記念事業

【主　催】金ケ崎町・金ケ崎町教育委員会
たくましいかねがさきっ子育成協議会

【問い合せ先】金ケ崎町中央生涯教育センター
Tel:0197-44-3123Fax:0197-44-3125

町内在住の小学生ダンスチームが出場します。子どもたちの元気なダンスをお楽しみに！！

おおのり

★オープニング★
★オープニング★

★10:00★★10:00★

メールchuou@town.kanegasaki.iwate.jp

～～

～～
親子で参加して

一緒に片づけ上手に
なっちゃおう!!

親子で参加して

一緒に片づけ上手に
なっちゃおう!!

★11:00★　基調講演
★11:00★　基調講演

鳥海柵跡

鳥海柵跡　原添下区域の堀

令和 2年 2月 8日 (土 )金ケ崎町中央生涯教育センター 大ホール

13 時 30 分～ 17 時

 鳥海柵跡第 23 次発掘調査報告

研究報告１ 大鳥井山遺跡の堀跡

研究報告２ 柳之御所遺跡の堀跡

   

パネルディスカッション 古代から中世への堀の変遷

　教育委員会事務局文化財係

島田 祐悦 氏

    講師 飯村 均 氏

主催 :金ケ崎町　金ケ崎町教育委員会　国指定史跡鳥海柵跡と安倍氏の関連文化財保存協議会

後援：南方地区自治会連合会　街地区自治会連合会　永岡地区自治会連合会　金ケ崎町観光協会

問合せ先 :金ケ崎要害歴史館　TEL:0197-42-3060 FAX:0197-42-3061

入場無料・事前申込不要

パネリスト 本堂　寿一 氏 (国史跡鳥海柵跡整備委員会委員長 )

佐川 正敏 氏 (東北学院大学大学院教授 )

飯村 均 氏 (福島県文化センター副館長 )

 島田 祐悦 氏 (秋田県横手市教育委員会主席主査 )

北村 忠昭 氏 (岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター文化財専門員 )

NHK 盛岡放送局　テレビ岩手　IBC 岩手放送　岩手朝日テレビ　めんこいテレビ　

奥州エフエム放送 (株 )　岩手日報社　岩手日日新聞社　胆江日日新聞社

北村 忠昭 氏

講演 古代末期から中世初頭の堀　

シンポジウム

 　

コーディネーター 大平 聡 氏 (宮城学院女子大学教授 )

令和元年度国指定史跡

■発行　金ケ崎町　☎ 0197（42）2111　〒 029-4592　岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町 22-1
■発行日　令和 2年 2月 6日　■編集　総合政策課　http://www.town.kanegasaki.iwate.jp
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「金ケ崎町地域公共交通網形成計画（案）」
　　ー  皆さんのご意見をお寄せください  ー
　町の公共交通（バス・鉄道・タクシー）は、人口
減少や少子高齢化、自家用乗用車の普及などにより
利用が減少しています。一方で、運行に係る経費の
増加や運転手の高齢化、担い手不足などの課題があ
ります。このような状況の中、町の公共交通を含め
た町民の皆さんの移動手段を持続していくため、町
に適した公共交通体系を形成していくことを目指
し、今年度「金ケ崎町公共交通網形成計画（案）」
を取りまとめました。計画に対する皆さんのご意見
をぜひお寄せください。
■募集期間   2 月 7日㈮～ 2月 28日㈮
■閲覧場所　役場、中央生涯教育センター、各地区
生涯教育センター、金ケ崎診療所
■応募方法　次のいずれかの方法により応募くださ
い。
①閲覧場所に備え付けの「意見・提言応募箱」に投
函　※各施設に応募箱を備え付けています。

②郵送（送付先：〒 029-4592  金ケ崎町西根南町
22番地 1　商工観光課　宛）
③ FAX（☎ 42-4474）
④電子メール（koutu_keikaku@town.kanegasaki.
iwate.jp）
■その他
①応募する際は、住所、氏名、団体名、勤務先、電
話番号を記載してください。※匿名の場合は受け付
けできません。
②電話での意見は受け付けできません。
③いただいた意見等に対し、個別回答はしません。
問　商工観光課（内線 2333）

皆さんのご意見を
お待ちしています

　シンポジウムでは、お城などの周りにみられる
「堀」をテーマに講演や報告、パネルディスカッ
ションを行います。お気軽にご参加ください。
■日時　2月 8日㈯午後 1時 30分～ 5時
■場所　中央生涯教育センター
■内容　
鳥海柵跡第 23次発掘調査
報告、研究報告、講演「古
代末期から中世初頭の堀」、
パネルディスカッション
■参加費　無料
問　金ケ崎要害歴史館
（☎ 42-3060）

令和元年度国指定史跡
鳥海柵跡シンポジウム開催！

　小学生のダンスチームによるダンスフェスタや
基調講演などを行います。託児室もご用意してい
ますので、お子さま連れの人もお気軽にご来場く
ださい。入場は無料です。
■日時　2月 15日㈯午前 9時 30分～正午
■場所　中央生涯教育センター
■内容■内容　　
中学生によるエミリィ・ディ
キンスン氏の詩の朗読、たく
ましいかねがさきっ子☆ダン
スフェスタ、基調講演「今日
から親子で片づけ上手」
問　中央生涯教育センター
（☎ 44-3123）

たくましいかねがさきっ子
育成推進大会開催！


