紘一

健康コラム

石巻市内にも再活用が期待されている既存建物が

に広がる建築様式のグループを指す。日本での表現

「表現派建築」とは、ドイツ、オランダ、ベルギー

へと変わってきています。高度 うな役割を持つのか、どの病院

医療機能を重視した診療体制』 分が通院している病院がどのよ

者を中心に、病院の規模よりは、す。自宅の近くにある病院や自

今、医療提供のしくみは、
『患 る疾患・時期は違ってきていま

「医療機関との
上手な付き合い方」

ある。身近な例として、閉店した大型店舗から公共

派は、大正から昭和の初めにかけ、さまざまな新し

な医療の進歩とともに病院は専 が何を専門的に治療できるのか、

を踏まえた建物として注目される。設計者 佐藤功

う病院・療養病床の病院などと

治療を行う病院・リハビリを担 際の指標になるでしょう。

よる支援は必要だけれども、自 るとき、まずは近くの先生に相

たときから、医療の専門職者に
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建物の変換活用

石巻赤十字看護専門学校
川名

井などの一部に見ることができるに過ぎない。この

石巻市文化財保護委員
現在、日本の各地で建物の保存活用が、社会の中
旧病院は虚飾を避けて、端正な外観で、当時流行の

施設としてコンバージョン（変換）される石巻市役

い感覚とデザインをもたらした陣営である。現在も

表現派建築の影響を受けたものと思われる・・・・・。
』

所である。この事例が着目される点は次のことがあ

門分化し、救急病院・専門的な など理解しておくと病院を選ぶ

けずに、新たな行政サービスの提供が可能にな

一は、旧宮城県庁（昭和六年）も設計した著名な建

機能分化が進められました。石 域の先生方からご紹介いただい

予約診療や受診時に紹介状が 様受診後の経過報告、入院や転

当院地域医療連携室では、地

る点

築家である。日赤病院が湊地区（吉野町）から移転

○もともと、建物が多機能であるために、潜在的

巻医療圏も例外ではありません。 た患者様のご予約や、紹介患者

な需要を喚起しやすい点

○日位で退院できます」と説明 のご相談など、地域の先生方と

必要な病院、入院と同時に「○ 院、退院後に診ていただく先生

大型店再活用は、交通の便が良い中心部に市役所

され、昔は歩けるようになるま 当院医師との連携のお手伝いを

の再開発計画を検討する時間にできる点など

○コンバージョンによる暫定利用の期間を、地域

のサービスを提供することであるが、同時に中心市

で入院できたのに・・・と困っ しています。また、患者様が退

た経験をされた方もいらっしゃ 院後の療養生活に必要な体制を

るでしょう。病院から『退院』 整え、市民の皆さんが地域で安

する時期は、患者様が自立して 心して治療を継続できるよう支
も活用し続けている建物がある。吉野町にある石巻

宅 や 施 設 な ど で 療 養 が 可 能 に 談してみてください。精密検査

療 養 生 活 が で き る よ う に な っ 援させてもらっています。

赤十字看護専門学校である。この建物は石巻赤十字

なったときに変わってきていま や急いで専門的な治療が必要な

皆さん、何か心配な症状があ

病院として、一九三三年（昭和八年）に建設された。

す。地域におけるそれぞれの病 ときは、きっと適切な病院へご

院の診療体制や入院の対象とな

院が担う役割によって、その病 紹介いただけると思います。

当時は東北を代表する大型病院であった。この建物
について、
〈石巻の歴史〉から、引用する。
『当初の面影は玄関ホール、三階講義室、漆喰天

号
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規模は鉄筋コンクリート造三階建て、一部木造二階。

石巻市内には早くからコンバージョンされ、現在

に貢献する技術として期待されている。

特に昨今、このようなコンバージョンは都市再生

街地の活性化につなげたいというねらいもある。

参考文献および引用文 「石巻の歴史第四巻」
・
「建築雑誌」

街並みとしても動かし難い存在である。

した今日、看護学校は、依然として地域に溶け込み、

○空き建物の活用により、少ない投資で時間をか

る。

時の表現派が目指す、日本のモダンデザインの展開

地域医療連携室長補佐

使われている看護学校（旧石巻赤十字病院）は、当

動きは五〇年位前からのことである。

で確実に広がっている。日本において、このような

絹子

斉藤
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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 ２日㈫
★すくすく赤ちゃん
⃝ネンネ・寝返りグループ

⃝２歳半以上

16日㈫

４日㈭・18日㈭

⃝ハイハイ・ヨチヨチグループ
５日㈮
※いずれも午前10時〜11時30分

・農村環境改善センター２階（パプラ）
費用無料

★孫育て広場

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

19日㈮

☎・FAX24-1260）

★あそびの広場 〜指導員と一緒に親子で楽しく遊びませんか〜
⃝０歳〜１歳半

12日㈮

クリスマス制作

⃝１歳半〜２歳

５日㈮

クリスマス制作

⃝２歳〜２歳半

10日㈬

クリスマス制作

72-4670）

午前９時30分〜11時30分

⃝２歳半〜３歳

３日㈬

クリスマス制作・17日㈬

⃝３歳〜３歳半

９日㈫

クリスマス制作

⃝３歳半以上

２日㈫

クリスマス制作・16日㈫

お正月グッズ制作

●０・１歳親子

●２歳以上親子

２日㈫

手作り楽器あそび

４日㈭

制作『クリスマス』

９日㈫

制作『クリスマス』

18日㈭

おばあちゃんの読み聞かせ

16日㈫

お話ボランティアの読み聞かせ

25日㈭

手作り楽器あそび

★でんわ相談・来所相談 〜ひとりで悩まないで〜
パプラ

☎72-4670

★スクエア子育てひろば！
✿『わいわいクッキング』✿ 先着20組
と

お正月グッズ制作

申し込み不要

〔わいわいあそびのメニュー〕

月〜金曜日

★かまっこ広場 （ところ 釜会館）

（☎･FAX

※親子の上靴、飲み物、着替えなどをお持ちください。

25日㈭

★ツインズ・デー

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〜

き：12月11日㈭

午前９時45分〜正午

ところ：河南農村環境改善センター（調理室）
※託児室（パプラ和室、プレイルーム）

⃝あそびの広場
（２階ホール） １歳半以上

１日㈪

小麦粉粘土

⃝かんがるー広場
（１階保育室） ０歳〜１歳半

８日㈪

新聞紙あそび

★かもめ広場 （ところ かもめ学園）

内

容：大人のクッキング（託児付き）
※メニューはおたのしみに！

参加費：１家族

500円（材料費、写真代）

８日㈪

新聞紙あそび

持ち物：親のエプロンと三角巾、飲み物、おしぼり

⃝かんがるー広場

０歳〜１歳半

５日㈮

体を使って遊ぼう

申込方法：託児の申し込み用紙と参加費を添えて９日㈫まで

19日㈮

新聞紙あそび

※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

★クリスマス会
と

午前10時〜11時（受付：午前９時30分〜９時50分）

ところ：はまなす保育所

費用無料、申し込み不要

※ひよこグループ
（０歳〜１歳半）
は、12日のあそびの広場の中で行います

★新年お楽しみ会 〜はまなす保育所との交流行事〜

き：平成21年1月15日㈭ 午前10時〜11時（受付：午前９時30分〜９時50分）

※費用無料、電話で申し込み可

・

問

定員：30組
申

ところ：はまなす保育所

申込期間：12月1日㈪〜12日㈮
市子育て支援センター ☎24-1260

河北子育て支援センター（飯野川保育所内☎61-1601

★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

３日㈬
18日㈭

利用時間

FAX62-2359）

午前10時〜11時30分

午前10時〜11時30分
長面・尾の崎地区（ところ 長面老人憩の家）
午前10〜11時30分

申

※廃材を使った制作を予定しています。布切れや毛糸などを持ってきてください。
河北地区保健推進委員・河北子育て支援センター

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
11日㈭

『ぐんぐん

空き箱で遊ぼう

午前10時〜

４日㈭・11日㈭・18日㈭

⃝わくわくキッズ（２歳以上親子）

10日㈬・17日㈬

⃝あそびの広場開放

※いずれも午前９時30分〜11時30分

申し込み不要

★音楽ひろば 〜高城和佳子先生と楽しく遊びましょう〜
３日㈬

午前10時〜11時

費用無料

申し込み不要

★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）

★ひまわりキッズ ＊もうすぐママになる方も遊びに来てネ＊
・午前10時〜11時30分

費用無料

申し込み不要

25日㈭

すくすく』

☎61-1601
☎45-2113）

クリスマス会

牡鹿保健福祉センター「清優館」

〔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

１日㈪

わらべうたあそび

３日㈬

８日㈪

ボランティアお母さんの読み聞かせ

17日㈬

制作『クリスマス』

15日㈪

手作り楽器であそぼう

24日㈬

クリスマス会

22日㈪

しっぽとりゲーム

ミニシアター

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!!

問

＊事前に参加登録が必要
登録

２日㈫・９日㈫・16日㈫・24日㈬

※親子の上靴、飲み物、着替えなどをお持ちください。

★子育てひろば
利用時間

☎76-4521）

⃝ピヨピヨキッズ（０・１歳親子）

〜親子（祖父母と孫）で一緒に、指導員と遊びましょう〜

親子制作（カラフルトナカイ&サンタ）

クリスマス会

12日㈮

☎72-4670

桃生子育て支援センター「キッズホーム」

月〜金曜日

映写会

10日㈬・11日㈭

パプラ

（バイオ研修センター内

き：12月11日㈭

と

・

問

１歳半以上

申

⃝あそびの広場

おじいちゃん、おばあちゃんもご一緒に〜

牡鹿総合支所保健福祉課

☎45-2113

19日㈮

午前10時〜11時30分

雄勝母子健康センター

★ひよこの会 〜新規メンバー募集〜
毎週火曜日

午前10時〜

牡鹿保健福祉センター「清優館」

問

・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

◆◆◆ 編集後記 ◆◆◆
今年も早いもので、もう師走ですね。このところめっきりといいますか、もうとっくにと
いいますか、まんず寒ぐなってきました。
この時期、
我々日本人がこよなく愛する究極のアイテム『こたつ』が、
各家庭でついに登場？
『こたつ』に入りぬくぬくと暖まりながらミカンを頬張るのが、
『こたつ』生活をエンジョ
イするうえでの王道ではないのかな？と思っていますが、
「俺は、炙ったイカに日本酒のほ
うがいいね！」とか「私は、やっぱり鍋にかぎるね！」
・・・と、反対論が聞こえてきそう！？
まぁ、皆さんそれぞれの楽しみ方があると思いますが、ぜひ！楽しい『こたつ』生活をエ
ンジョイ・・・イヤイヤ！『こたつ』道を極めてみてください。
や
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石巻市の人口と世帯数

平成20年11月1日現在
（ ）内は昨年同月比

79,902人 （−794人）

85,977人 （−686人）

165,879人（−1,480人）

60,294世帯（＋332世帯）

