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捕鯨の歴史は、古代捕鯨（縄文、弥生時代）に始
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よりバスク人などによって突取法による捕鯨は行わ

ンスで始まったと言われています。もちろん、以前

が入り乱れた後に、極洋捕鯨、大洋捕鯨、日本水産、

村でしたが、鯨漁が盛んになり、東洋捕鯨等十二社

鮎川浜は、明治以前は戸数五〇戸足らずの静かな寒

あります『水虫』についてお話 断で市販の水虫のお薬を塗って

気であり、皆さんにもなじみの ます。このような場合、自己判

今回は皮膚科のありふれた病 ぶれ』であったとの報告もあり

「水虫について」

れていました。日本でも一六〇六年に和歌山県大地

日本捕鯨の大手各社が進出し、街は、歓楽街と化し

このように、鮎川の鯨漁への進出は大成功でした。

町でこの方法が組織的に展開されたという記録があ

この捕鯨法は、
「マッコウ鯨」のみに限定され、捕

州までの太平洋沿岸各地でした。捕鯨の機能や性能

したものであり、ミンク鯨の漁場は、北海道から九

日本の小型捕鯨はミンク鯨、ツチ鯨などを対象と

はなく全身の至る所に発症する す。

とにより発症します。足だけで 断を受けていただくのが大事で

白癬菌が体の皮膚に感染するこ ます。皮膚科医による正しい診

『水虫』はかびの一種である が入り込んでしまうこともあり

もかえって悪化したり、ばい菌

しさせていただきます。

獲した鯨は船上で解剖され、陸上基地に持ち帰り、

は、大型捕鯨を小型化したものです。この捕鯨は、

は水虫ではなく『湿疹』や『か

膚科を受診した人の３人に１人

ますので、皮膚科を受診する際

あれ、水虫かな？と思われる

病気は多く、水虫だと思って皮 てください。

実際には水虫と似ている皮膚の 際には、ぜひ、皮膚科を受診し

単に確認することができます。

微鏡で観察しますと白癬菌を簡 血していく必要もあります。

や爪の一部を削って採取し、顕 れにありますので、定期的に採

とが大事です。皮膚表面の角層 臓の働きに影響が出ることがま

には患部の白癬菌を見つけるこ いです。また、飲み薬により肝

水虫の正確な診断をするため には持参していただいた方がよ

てください。

要注意ですので皮膚科を受診し は飲み合わせが悪いものもあり

り白く変色している場合などは かのお薬を服薬されている場合

場合、もしくは爪が厚くなった ています。現在、血圧などのほ

たり、じくじくしたりしている く、今は飲み薬が効果的とされ

の裏や指の間の皮膚がむけてい は塗り薬では不十分なことが多

も発症することがあります。足 が一般的ですが、爪水虫の場合

はくせん きん

鯨油のみ生産されました。

ことがありますが、手足の爪に

枠などが決められていることは、

水虫の治療は基本的に塗り薬

戦後急速に発展し、一九五二年には七五隻の許可船

近年、報道などで周知されてい

▲ ミンク鯨

近代捕鯨時代に入ると、一八六四年には、汽船か
もり

一九四八年に国際捕鯨委員会

最 後 と な り ま し た が、

鯨の供養碑が見られます。

鮎 川 対 岸 の 離 島、 網 地 浜 に、

ら「砲」で銛を打った近代式捕鯨が開発されました。 がありました。
この方法が、捕鯨業の今日の発展を促したと考えら
れます。
一方、母船式捕鯨を採用したのはノルウェーです
が、 こ れ は イ ギ リ ス と の 領 有 権 な ど を め ぐ っ た 結
工船の後尾を改良し、船体に斜路を造って、ここに

るとおりです。

果、考案されたものです。この方法は、一九二四年に、 （Ｉ・Ｗ・Ｃ）が設立され、捕鯨
捕獲した鯨を引き揚げ、解体処理されるというもの

参考 一九七二年（旧）牡鹿町鯨博物館発行『鯨の話』

でした。この方法によって、陸揚げとは全く関係な
く鯨を処理することができるようになり、領有権な
どには影響を与えることがなくなりました。そして、
これが南氷洋捕鯨の発展の契機となるのです。
鮎川では、一九〇二年に鮎川漁業協同組合が設立
され、一九〇六年四月には東洋捕鯨㈱鮎川事務所を
ほ

森林地である湊川地区に開設しました。そして、日
だ

露戦争で海軍が拿捕し、政府から借り受けたニコラ
イ丸で出漁し、六月十一日から二十二日まで毎日一

▲ 鯨供養碑

一七〇〇年代は、アメリカ式捕鯨時代に入ります。

たと言われています。

皮膚科副部長

ります。

まり、十世紀～十一世紀にかけてはスペイン、フラ

良之

草刈
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子育て支援コーナー
なかよし保育園子育て支援センター（☎96-4551･FAX22-9881）

★親子教室

⃝１歳半〜２歳半

４日㈫・11日㈫

⃝２歳半以上

★すくすく赤ちゃん

18日㈫・25日㈫

⃝ネンネ・寝返りグループ
６日㈭・13日㈭
⃝ハイハイ・ヨチヨチグループ
20日㈭・27日㈭

★ツインズ・デー

14日㈮
※いずれも午前10時〜11時30分

★孫育て広場
21日㈮
費用無料 申し込み不要

市子育て支援センター（はまなす保育所内

☎・FAX24-1260）

★あそびの広場 〜年齢別グループで、ふれあい遊び・工作等〜
14日㈮・28日㈮
12日㈬・26日㈬
11日㈫・25日㈫

⃝１歳半〜２歳
⃝２歳半〜３歳
⃝３歳半以上

★かまっこ広場 （ところ 釜会館）
⃝あそびの広場（２階ホール）
⃝かんがるー広場（１階保育室）

１歳半以上
０歳〜１歳半

★かもめ広場（ところ かもめ学園）

７日㈮・21日㈮  
５日㈬・19日㈬
４日㈫・18日㈫

10日㈪・17日㈪
５日㈬・26日㈬

⃝あそびの広場
１歳半以上
13日㈭・27日㈭
⃝かんがるー広場 ０歳〜１歳半 ７日㈮・21日㈮
※いずれも午前10時〜11時 （受付：午前９時30分〜９時50分）
費用無料、申し込み不要

★保育所体験
と

✿いっしょにあそぼう✿

募集

問

申

き：①12月４日㈬
②１月22日㈭
午前10時〜11時（受付９時30分〜９時40分）
ところ：はまなす保育所    対象児：０〜２歳児（H17.4.2〜H20.4.1生）
申込方法：往復はがきに希望日・住所・氏名（親子）
・お子さんの生
年月日・性別・電話番号を記入して申し込みください。
<往復はがき１通につき一人一回の申し込み>
募集期間：11月４日㈫〜14日㈮（必着） 体験者の決定：抽選
・
石巻市子育て支援センター（はまなす保育所内）
〒986-2133 石巻市長浜町11-6
☎24-1260

★ふれあいサロン 費用無料、申し込み不要
13日㈭

午前10時30分〜11時30分（受付午前10時〜10時20分）

河北子育て支援センター（飯野川保育所内

☎61-1601・FAX62-2359）
★あそびのひろば 〜親子ふれ合い遊び〜
⃝開放日 毎週月・水・木曜日
利用時間 午前10時〜11時30分
６日㈭ 「とんとん相撲」で遊ぼう！
13日㈭ 研修「親子ふれ合い遊び」（事前に申し込み必要）
＊タオルを親子で１本ずつお持ちください。
27日㈭ 保健指導「思わぬ事故・トラブルの対処法を知る」

★子育てひろば 午前10時〜11時30分

申

大土・大森・辻堂・三輪田上・中・下・梨の木地区
（ところ 河北親林交流館）
18日㈫ 川の上・沢田崎山・後谷地・飯野本地・飯野新田・岩崎地区
（ところ 後谷地老人憩の家）
21日㈮ 成田・上町・仲町・本町・旧屋敷・五味・元相野谷地区
（ところ 河北子育て支援センター）
※秋を感じさせる「落ち葉や木の実」を持参してください。
（葉は押し葉にして持参）
河北地区保健推進員・河北子育て支援センター（☎61-1601）

牡鹿地区子育て支援（牡鹿保健福祉センター

★子育て支援事業

『ぐんぐん

すくすく』

☎45-2113）

問

13日㈭ 新聞あそび
27日㈭ おやつづくり
午前10時〜 牡鹿保健福祉センター「清優館」
＊事前に参加登録が必要
登録 牡鹿総合支所保健福祉課 ☎45-2113

★ひよこの会 〜新規メンバー募集〜

・農村環境改善センター２階（パプラ） 午前９時30分〜11時30分
※親子の上靴、飲み物、着替えなどをお持ちください。
費用無料 申し込み不要
〔わいわいあそびのメニュー〕
⃝0・1歳親子
⃝2歳以上親子
４日㈫ ジャンケンゲーム
６日㈭ ジャンケンゲーム
11日㈫ お話ボランティアの読み聞かせ
13日㈭ おばあちゃんの読み聞かせ
18日㈫ サロントーキング
20日㈭ サロントーキング
25日㈫ 制作『コケコッコレース』 27日㈭ 制作『コケコッコレース』

★でんわ相談・来所相談
月〜金曜日

〜ひとりで悩まないで〜
☎72-4670

と き：11月2日㈰ 午前10時〜正午
ところ：河南農村環境改善センター
内 容：親子で楽しく遊べるボーリング、輪投げ、ゴーカート、魚
釣り、ビンゴゲーム、スーパーボールすくい、格安な花屋
やフリーマケット、おいしいパン、シュークリーム、豚汁
など ※消防車の展示もあります。
主 催：げんきっず・どんぐり・みのりっこ・ひまわり・かのまた
カントリーキッズ・ワハハくらぶ
協 賛：スクエア（吾子の会・じっちクラブ・更生保護女性会・子
育てサポーターリーダー・パプラ）・知的障害者通所授産
施設かなん・ジュニアリーダーアパッチ・桃生子育て支援
センターキッズホーム・チップ&ディル・北上子育てサー
クル「cocoma」

桃生子育て支援センター「キッズホーム」

（バイオ研修センター内 ☎76-4521）
⃝ピヨピヨキッズ
（０・１ 歳親子） ６日㈭・13日㈭・20日㈭・27日㈭
⃝わくわくキッズ
（2歳以上親子） ５日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬

★遊びの広場開放

４日㈫・11日㈫・18日㈫
※いずれも午前９時30分〜11時30分

★どんぐり子育て広場

申し込み不要

＊＊『親子クッキング』＊＊

と き：11月25日㈫ 午前10時〜正午（受付：午前９時30分〜）
ところ：桃生保健センター
参加費：一家族300円
持ち物：飲み物、おにぎり、おしぼり、エプロン、三角巾
申込期限：11月20日㈭
定員：30人（事前に申し込み必要）

★子育て相談 〜子育てについてお気軽にご相談ください〜
午前９時〜午後５時

☎76-4521

北上地区ひまわり子育て支援（北上保健センター

☎67-2301）
＊もうすぐママになる方も遊びに来てネ＊
〜親子（祖父母と孫）で一緒に、指導員と遊びましょう〜
・午前10時〜11時30分
費用無料 申し込み不要
※親子の上靴、飲み物、着替えなどをお持ちください。
〔わいわいあそびのメニュー〕
⃝北上公民館
⃝北上保健センター
10日㈪ サロントーキング
５日㈬ カラーリングあそび
17日㈪ 楽しいお話
12日㈬ 絵本の読み聞かせ
19日㈬ ジャンケンゲーム
26日㈬ 制作『コケコッコレース』

★ひまわりキッズ

雄勝地区子育て支援（雄勝総合支所保健福祉課

★みんなのキッズひろば

☎57-3611）

〜いろんなお友達と親子で楽しく遊びましょう!!
おじいちゃん、おばあちゃんもご一緒に〜
28日㈮ 午前10時〜11時30分 雄勝母子健康センター

問

毎週火曜日 午前10時〜 牡鹿保健福祉センター「清優館」
・自由遊びとお母さん同士の情報交換を行っています。
牡鹿総合支所保健福祉課 ☎45-2113

パプラ

★スクエア子育てひろば！
パプラ ☎72-4670
⃝第5回河南子育てサークルまつり ✿『にこにこフェスティバル』✿

月〜金曜日

７日㈮

（☎･FAX72-4670）

問

⃝０歳〜１歳半
⃝２歳〜２歳半
⃝３歳〜３歳半

河南子育て支援センターパプラ

★わいわいサロン 〜親子（祖父母と孫）で一緒に指導者と遊びましょう〜

◆◆◆ 編集後記 ◆◆◆
皆さん、
どのような秋色をお過ごしでしょうか。私はもっぱら「食欲の秋」でして、
特に「新
米」は格別で・・・日本人に生まれたことに感謝する瞬間でもあり、新米だった自分を思い
出す瞬間でもあります・・・笑。
4 月に市報担当になり現在またまた生育中の私ですが、より親しまれる市報づくりのため
頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。
（え）
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石巻市の人口と世帯数

平成20年10月１日現在
（ ）内は昨年同月比

79,914人 （−860人）

85,980人 （−720人）

165,894人（−1,580人）

60,244世帯（＋334世帯）

