市の保健師や栄養士が、健康に関する情報をお届けするコー
ナーです。皆さんの元気と健康づくりにお役立てください。

元気応援だより

子育て支援センターだより

食文化の伝承役に

・中学校や公民館の料理教室

７年から同推進員となり︑小

際に調理師免許を取得︒平成

ンは︑わたしも楽しみ︒年

肝心です︒月に１度のサロ

ん︒楽しみながらやるのが

い人や子どもまで集まって

市食生活改善推進員として︑

﹁人とふれあうのが大好き

くれます︒同じ地域に住む

月

を取った人だけでなく︑若

広めている田中和子さん︵侍

なので︑料理を教えるのは全

もの同士︑みんなで楽しく

で講師を務めてきました︒

日︑郷土料理

然苦になりません︒活動で一

やっていきたいですよね﹂
︒
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郷土料理や食の大切さを伝え

﹁小豆ばっとう﹂の伝承役と

番うれしいのは教えた相手に

浜町︶
︒

して︑岩手県から食の匠に認

する田中さんは︑若い人と

地域のつながりを大切に

いつも笑顔で務める講師役︒

の交流にも積極的です︒

﹁もっともっと若い人に

近づいて︑昔ながらの食の

良さを伝えたいです︒わた

し も 今 風 の 料 理 を 勉 強 し︑

喜んでもらえたときですね﹂
︒

定されました︒

﹁地元の食文化を伝えてい

れるふれあいを心から楽しん

田中さんは︑食を通して生ま

もありましたが︑挑戦しよう

でいます︒

くのは大切なことです︒不安

と思い︑引き受けました﹂
︒

若いころから料理好きだっ

食からつながりを

市内各地区で開かれている

たという田中さん︒料理が得

意だったお母さんの影響もあ

高齢者の交流の場﹁ふれあい

意欲満々に抱負を語る表

食を通じて地域のつながり

り︑食への関心と料理の技術

サ ロ ン ﹂︒ 田 中 さ ん は︑ 地 元

情は生き生き︒楽しさを力

を強めていきたいです﹂
︒

は︑生活の中で自然に高まっ

のサロン・横沼たんぽぽの会

ていきました︒

に変え︑田中さんは︑食の

りに励み続けます︒

Proﬁle
たなか・かずこ／侍浜中学校卒
業後、田んぼや畑、畜産など農
業に励む。侍浜町婦人団体連絡
協議会会長、市漁協婦人部侍浜
支部長などを歴任し、地域をけ
ん引。長男夫婦と娘、孫２人の
６人暮らし。趣味は踊り。
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ハワイ音楽に合わせて踊ると爽快♪

30

80

フラ・レイ・モンステラ久

慈では︑ 代から 代の会員

がフラダンスを楽しみ︑心と

体をリフレッシュしています︒

﹁ お し ゃ れ を し︑ 普 段 の 自

分から変身してダンスにのめ

り込めるので︑嫌なことも忘

れられますよ﹂と笑顔を広げ

時

30 13

る穂高きみ子さん︵川貫︶
︒

バーホールで︒昼の部は

分

18

活動は毎週水曜日にアン

分から︑夜の部は 時

からです︒皆さんも気分転換

52

30

市内で元気に活動している団体やサークルなどを紹介するコーナ
ーです。皆さんも活動に参加して仲間の輪を広げてみませんか？

広報くじ№116

の代表として︑地域の声掛け

についても相談にのりますの

（細谷地芳子代表・40人）

旧国民宿舎北限閣に勤めた

市では︑保健師や看護師が

で︑気軽にお話しください︒

フラ・レイ・
モンステラ久慈

にいかがですか︒ アンバー

《山形図書館 ☎72−3711》
■開館…10〜18時
●えとの図書展…平成23年のえと「ウサギ」に関する
本を展示・貸し出し １／７㈮〜26㈬

おしゃれし踊って
リフレッシュ！

ホール☎ ︱２７００

《市立図書館 ☎53−4605》
■開館…９〜18時（土日は17時まで）
●図書館えいがかい…「がんばれスイミー」
「梨山の
大蛇」などを上映 １／８㈯①10：00〜②15：00〜
●チビッコの部屋…①１／８㈯②22㈯14：00〜
●冬休みおすすめ本展…冬休みの課題に役立つ本など
を展示・貸し出し 開催中〜１／23㈰

仲間のWA！

伝承と地域のつながりづく

ご家庭を訪問して︑お母さん

母子ともに健やかに成長で

■休館日 ･･･ 月曜日、祝日（祝日が月曜日に重なる場
合は翌日も休館）
※１／４㈫から開館

県知事からの「食の匠」認定証。
田中さんは市内８人目の匠です

わ

役も務めています︒

や赤ちゃんの健康状態を確認

きるよう︑訪問以外の乳幼児

（侍浜町・68歳）

「雪の結晶ノート」
マーク・カッシーノ、ジョン・
ネルソン／作 あすなろ書房
一つとして同じ形のものはないと
言われる雪の結晶。小さな雪の結晶
は、なぜ美しく複雑な形をしている
のでしょう。雪の季節。この本を持っ
て観察してみてはいかがでしょうか。
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田中 和子さん
﹁大変だと思えば続きませ

したり︑育児や子育て生活に

相談や健診でも︑保健師や看

護師がサポートしていきます︒

ついての相談にのっています︒

赤ちゃんと一緒に生活する

く子育てができ︑家族がとも

わたしたちは︑地域で楽し

らないことがたくさん出てく

にいきいきと暮らせるための

中では︑慣れないことや分か

ると思います︒そんな心配事

います︒電話でも結構です︒

《山形図書館》

お手伝いができればと考えて

ほかにも赤ちゃんの体重測

育児のこと︑子どもさんのこ

きむらゆういち／作
ポプラ社
12支の動物たちが通っている「12
支園」。ボール遊びが大好きなうさ
ぎちゃんは「ボールがあれば、ほか
にお友達なんていらない」なんて言
います。皆さんはどう思いますか？

についてもお答えします︒

定︑予防接種︑乳幼児相談・

とで気になることがありまし

「うさぎちゃんともだちできた」

健診などの内容説明や︑子育

《市立図書館》

岩手県食の匠に認定された

人

輝く

奥寺郁子保健師

たら︑いつでも気軽にご相談

１月のオススメ図書

きらり

問 保健推進課☎61 3315

てに役立つ情報なども紹介し

図書館だより

母子の健康と成長
サポートします！

ください︒

■利用案内（☎52−3210）■
●対象…就学前の児童とその保護者●利用時間…月〜金
曜日８時30分〜17時（土曜日は８時30分〜13時30分）●
お休み…土曜日の午後、日曜日、祝祭日●利用料…無料

育児や生活、
いつでも相談

ています︒きょうだいのこと

■１月の予定■
◎１／12㈬ みずき団子作り ( 要申込 )
10：30〜12：00
◎１／13㈭ うさこちゃんの部屋
11：00〜
◎１／14㈮ あそびの教室
10：00〜
◎１／19㈬ 絵本の読み聞かせ
10：30〜11：00
赤ちゃんサロン
13：30〜15：30
※盛岡市の助産師が、おっぱいケアのお話のほか、
さまざまな悩みの相談にのります
◎１／21㈮ アロマセラピー（スプレー作り）
※参加費200円・先着10人（託児あり） 10：30〜11：30
◎１／24㈪ 園庭開放 ･ 小久慈保育園
10：00〜11：30
◎１／26㈬ ひよこ教室
10：00〜14：00
◎１／28㈮ あそびの教室
10：00〜

楽しみながらが肝心
食を通して地域の
つながり強めたい―

ま い

く じ

ら い ふ

MY ★ KUJI LIFE

エリカ・ワードさん

ガソリンスタンド

でティッシュをもらってビックリ！日本
の車は、車内のボタンを押して給油口を
今、わたしは日常生活の細かい点でカ
開けることも驚きました。何と！車内を
ルチャーショックを感じています。
ふくタオルを渡されたとき、何用か悩ん
ガソリンスタンド（ＧＳ）が一つの例。 だ末に顔をふいた友達もいるんですよ！
アメリカではＧＳがキャンぺーンをする
日本の生活は毎日が勉強ですが、異言
ことはありません。先日、給油しただけ
語、異文化より異ＧＳの方が謎ですね…。

異言語、異文化、異ＧＳ…

市内の小・中学校で英語を教えている市の英語指導助手の皆さん
が、久慈市で生活して感じたことなどを紹介するコーナーです。
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