
金津本陣 IKOSSA に

歴史を学びにいこっさ！ 郷土歴史資料館 だより郷土歴史資料館 だより

開館時間  9 時 30 分 ～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）
問合せ　☎ 73-5158　　  73-1038　　　maibun@city.awara.lg.jpFAX

郷土歴史資料館（金津本陣 IKOSSA ２階）
休館日　月曜日・第四木曜日（祝日の場合はその翌日）

　現在開催中のテーマ展「昔の道具と暮らし～自然の
素材がいっぱい～」の展示資料を紹介します。
　「箕

み
」は、物の運搬や米の実と殻をより分ける際に

使われた道具で、農作業などで重宝されました。
　金津地区の主に脇出区周辺では、身近にあった竹田
川の女

め
竹
だけ
を使用して「箕」を作っていました。その他

の地域では、竹を使用することが多いですが、この「箕」
は、女竹の他に藤の皮が編み込まれ、先端には丈夫な
桜の皮が使われていることが特徴です。明治時代末に
は２万個が生産され、金津の名産品になっていました。
　しかし、昭和 24 年
からの竹田川の改修に
よって材料が少なった
ことや、安くて丈夫な
プラスチック製品に押
され次第に作られなく
なりました。

テーマ展展示品紹介　金津の「箕
み

」

▶市指定文化財（歴史資料）
　「溝江家家紋入旗幟」

　溝江氏は、現在の古町を本拠地とし、戦国時代には朝
倉氏に仕え金津周辺を治めていました。
　本資料は、溝江氏の子孫から伝来の鎧と一緒に寄贈を
受けました。縦 144.5㎝、横 43㎝の絹地で、中央に溝江
家の家紋である一

ひと
ッ
つ
木
もっ
瓜
こう
紋が描かれ、上部に朱色で立

たて
湧
わく

二条の横線があります。地元の歴史を
伝える貴重な資料であることから、平
成７年４月 24日に市指定文化財となり
ました。
　現在、当館ではミニ展示「溝江氏～
落城と再興～」を開催中です。この旗
も含めた貴重な溝江氏ゆかりの資料を
公開しています。ぜひご見学ください。

第25回…市指定文化財　溝江家家紋入旗
はたのぼり

幟
コラム　あわら市の文化財・史跡探訪

▲金津の「箕」

図書館システムのサービスがリニューアルしました！

　　図書館ホームページ内「マイページ」
　　（利用照会メニュー）の新機能
　利用には、利用者番号とパスワードが必要になります。

・貸出中一覧
　借りている資料の確認のほか、延長ができます。

・予約中一覧
　資料予約状況の確認ができます。
・My 本棚
　「読みたい本」「読んだ本」「借りた本」で、自分の読書状
況を管理することができます。

・読書マラソン
　期間を決めて、読書する目標冊数を
入力し、目標達成まであとどのくらい
かを棒グラフで表すことができます。

利用内容の変更
図書館貸出カードの有効期限
　利用登録者の情報を最新で正確なものとし、適正な管理をす
るために貸出カードの有効期限を設けました。
　有効期限は５年です。対象者には、カウンターで住所など登
録情報を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。

　図書館システムの更新によって、10 月１日から、利用できるサービスの追加と利用内容の一部を変更しました。詳しくは、
各図書館にお問い合わせください。　　　　　　　　　問合せ　芦原図書館　☎ 78-7246　　金津図書館　☎ 73-1011

登録日 有効期限
2017 年 12 月末日以前 2020 年
2018 年１月以降 登録日から５年後

　　読書シール
　図書館内の蔵書検索端末で、借りた本
の記録をシールで印刷できるようになり
ました。自分でノートや手帳に貼ること
で、読書記録として残すことができます。

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

新たなサービス

問合せ　詳細は、市のホームページ
をご覧ください。
政策課　☎ 73-8005

ホームページ（30000アクセス/月）

■ バナー広告の規格
・サイズ
　縦90ピクセル×横270ピクセル
・画像形式
　GIF（アニメーション不可）
　または JPEG
・データ容量　50KB 以下

■ 掲載場所　
市のホームページトップページ
上部と下段
(http://www.city.awara.lg.jp/)

■ 掲載枠数　10 枠
■ 掲載料　１月　１万円
■ 申込み

掲載希望月の前々月の末日まで
に、所定の申込書に広告案を添
えてお申し込みください。
同一の広告は、６カ月まで連続
して掲載することができます。

広報紙（毎月 10350 部発行）

■ 広告の規格（単位：㎝）
・１枠　縦 5.0 ×横   8.3
・２枠　縦 5.0 ×横 17.0

■ 掲載場所　
お知らせページの下段

■ 掲載枠数　６枠
■ 掲載料
【市内事業者】１枠　1万円
【市外事業者】１枠　1万5000円

■ 申込み
掲載しようとする号の発行日の
１カ月前までに、所定の申込書
に広告の版下案を添えてお申し
込みください。
同一の広告は、連続する号３回
まで掲載することができます。

一般用封筒、 ホームページ、 広報紙に

広告を掲載しませんか？

有料広告 を 募集!

　市が発行・発送する一般用封筒、ホームページ、
広報紙に広告掲載を募集しています。企業活動な
どの PR にぜひご活用ください。

一般用封筒
■ 掲載する封筒

・角１型封筒　　　4000 枚
・角２型封筒   1 万 6000 枚
・長３型封筒            5 万 枚

■ 広告の色彩　単色（黒のみ）
■ 広告の規格（単位：㎝）

・角１型封筒  縦 12.0 ×横 9.0
・角２型封筒  縦 10.0 ×横 8.0
・長３型封筒  縦   5.0 ×横 8.0

■ 掲載場所　封筒の裏面
■ 掲載枠数　各４枠
■ 掲載料

・角１型封筒　　    8000 円
・角２型封筒    ２万 4000 円
・長３型封筒            6 万 円

■ 申込み
３月 31 日（火）までに、所定
の申込書に広告の版下案を添え
てお申し込みください。

男女共同参画推進市民会議の取り組み
　男女共同参画推進市民会議とは男女共同参画を推進するために活動している市民グル―プです。市民会議では、市内の企業を訪問して、職場で
の男女共同参画の状況を把握し、各企業の特色ある取り組みを市民の皆さんに紹介しています。
　今回は、株式会社金津村田製作所を訪問し、社員の皆さんに家庭での育児や家事の分担、仕事との両立などについて、お話を伺いました！

今回の訪問企業
株式会社金津村田製作所

【企業紹介】
　電子部品で圧倒的な世界シェ
アを誇る村田製作所の生産拠点
であり、スマートフォンや生活
家電など身の回りにある数多くの完成品に内蔵されるコ
ネクタ・DC モジュール・高圧抵抗器などを生産し、あ
わら市から世界に向けて供給しています。 また、新たに
太陽光パネルで発電した電気など再生可能エネルギーを
活用できる「蓄電池システム」の製造をスタートし、生
産拠点として新たな一歩を歩み始めています。

【企業の取り組み】
　働き方改革の一環として、残業ゼロデーや勤務インター
バル制度の導入、両立支援を目的としたカフェテリアプ
ラン制度、がん治療と仕事の両立支援制度の導入など、
働く環境向上にも努めています。また、地域交流活動と
して、海岸清掃や学生向けキャリア学習、地域イベント
参加なども積極的に行っています。

女性社員Ｂさん
　夫が単身赴任中のため、家事は全て自分がしていますが、少しでも負担
が減るように工夫しています。また、ロボット掃除機や食洗器など家事効

率化家電の購入も夫婦で検討しています！
　育児では時間に追われることが多く、つい子どもを急かしてしまうところが反省
点ですが、「働くお母さんはカッコイイ」と感じてもらえるよう、愛情を注ぎながら
仕事と家庭の両立を目指して、いろいろと改善していきたいです。
　職場では女性のみが担当する仕事という意識はなく、男性・女性社員ともに活躍
しています。まだまだ「女性は家庭」という考え方が一般的だと考えますが、社会
が大きく変化する中で、両立支援を推進する制度が導入され、労働環境も大きく変
わってきていて、女性が働きやすい会社だと思います。

男性社員Ａさん
　共働きのため、家事はなんとなく夫婦で役割が決まっていますが、余裕
がある方が率先してやっています。

　会社は男性の育児休暇取得を推奨していますが、夫婦で相談した結果、妻のみの取
得の方がメリットがあると判断しました。現在は、妻が仕事で忙しいときに子どもが
急に病気になった場合などは、自分が有休を取得して病院に連れて行っています。
　職場では上司・同僚ともコミュニケーションが取りやすく、休暇も取得しやすい環
境です。子どもの学校イベントにも有休を取って参加しています。家では普段見せな
い子どもの顔を見ることができて良いですよね！

編集後記
　今回は、会議のメンバー４人で訪問しました。インタビューした社員の皆さんは、とても話しやすくて話も盛り上がり、
二人とも魅力的な家庭であることがよく分かりました！今後も、市内の魅力ある企業を訪問して、このような機会が持てる
ことを願っています。（男女共同参画推進市民会議委員）

シール印刷ボタン
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