族や地域住民十数名ほ 傾けました。
「いまは、『あの』
どで、仕事の合間を縫
って、１～２カ月ごと 大川小学校と言われま
の語り部イベントのほ す。でも、大川小はど
か、個別のガイド依頼 こにでもある、普通の
にもできる限り対応し 小学校だったんです」
（佐藤さん）
ているといいます。
震災前の子供たちの
定例の語り部活動が
行なわれた 姿が、目に浮かぶよう
この日は、 でした。
その後は、震災当日
県内外から
２００人弱 の子供たちの動きを時
の参加者が 系列に沿ってたどり、
集まりまし 津波被害やその後の捜
0時、 索についてまで、鈴木
た。
朝1
共同代表の さん・佐藤さんの経験
鈴木典行さ を交えながらお話しい
ん、 佐藤敏 た だ き ま し た 。 震 災 以
郎さんの挨 前 の 大 川 地 区 の ジ オ ラ
拶ののち、 マ（模型）や、避難先
黙とう。語 として望ましかったと
り部がはじ される裏山の見学のの
まりました。校舎の周 ち、長面地区へ移動。
りを歩きながら、海抜 同じく大川伝承の会の
など地理的特徴の説明 会員である三条すみゑ
を受け、震災以前の大 さんに、長面浦の被害
川地区や学校での子供 の 状 況 や 捜 索 に つ い
たちの日常の様子を伺 て、聞きました。
大川伝承の会に参加
い、テープから流れる
大川小学校校歌に耳を し て 印 象 的 だ っ た の

は、波形や学校の止ま ことが決まり、市に伝 （意見・思い）を出し
った時計などの客観的 承 室 も 設 置 さ れ ま し ながら、それがハーモ
な情報を用い、理性的 た。大川伝承の会とし ニーになる場をつくり
にお話されることで、 てどこまで対応するべ たい」（佐藤さん）
ガイドの方々が中立的 きかについても、苦慮
私自身、大川伝承の
であろうとされていた しているそうです。
会に参加し、いろいろ
姿。大川地区は報道な
こ う し た 課 題 に 対 な方の「音」に触れた
どで、対立や分断の構 し、大川伝承の会は今 ことで、震災や防災に
造で語られがちです。 後、被災地と被災地以 ついての「自分の音」
自分自身も知らず知ら 外、行政と市民などの に向き合うことができ
ずのうちに、そんな構 枠組みを超えて対話を た。大川地区を訪れ、
造を当てはめて考えて 重ね、あの震災や今後 ぜひそれぞれの「音」
いたことに気づきまし の防災について考える を探してみてはいかが
た。また、「あの日の 入り口になりたいとい でしょうか。
ことは、話したくない、 います。あの日の検証 （きずな新聞 ゆうか）
聞きたくない」という も続けながら、メディ
人がいることにも触れ アや市の伝承室との協
られ、多様な声の存在 働も模索したいとのこ
を知ることができまし と。また、最近では学
た。直接訪れ、話を聞 生の語り部も生まれ、
】
くことで、伝え聞くだ 世代を超えた連携も進 【日程9
８月1日（日）
けでは見落としてしま めているといいます。
7日（月祝）
９月1
う部分、想像できない 「大川伝承の会を通じ
0 8
1月2日（日）
部分が多くあると痛感 て、みんなが調和でき
2
1月９日（日）
るといい。対立ではな
します。
0時～
時間はすべて1
個別のガイド依頼に く共存。それぞれの音
※参加申し込みは不
も可能な限り対応する
要ですが、スケジュー
という大川伝承の会。
ルは変更になる場合が
しかし大川小を訪れ る
ありますので、事前に
人の数が圧倒的に多
お問合せください。
く、断らざる を得な い
こともあるといいま
●語り部の依頼・お問
す。システムや対応網
合せ
をどうつくるかが今後
公
益社団法人みらいサ
の課題とのこと。一方
ポート石巻 ０２２５
で、大川小学校は震災
９８ ３６９１
遺構として保存される

語り部をする佐藤さん

梅雨明けにはまだま
だ日があるはずの７月
１日、照りつける日差
5回
しのなかで、「第1
大川伝承の会」が大 川
小学校跡地と長面地区
で開かれまし
た。大川伝承

の会は、「震
災があったあ
の日までの風景・人々
の生活・思いを風化さ
せないようにしたい」
と、２０１５年ころか
ら自然 発生的に始ま っ
た会。会員は大川小遺

語り部に聴き入る参加者たち

-

-

健康に気をつける第
一歩として、自動血圧
計で毎日血圧を測って
いる人も多いのでは ？
ボタンひとつで血圧
を測れる便利な血圧計
ですが、実は、正しく
使えていない人が少な
くありません。せっか
く測っているのに、も
ったいない！ そこで
今回は、自動血圧計の
正しい使い方をお伝え
します 。
【①タイミング】
起床後は、起きて１
時間以内に。服薬や食
事の前に測定します。
就寝前は、入浴後１時
間以上時間をあけてか
ら測りましょう。
【②リラックスする】
測定前に１～２分安
静にして、呼吸を整え
ましょう。楽な姿勢で
座り、５～６回深呼吸
するのもおすすめ。
【③排尿・排便後に】
トイレに行きたい場
合、すませて数分経っ
てから測りましょう。
【④カフを正 しく】
カフ（腕帯）を正 し

く装着するのはもっと
も大切なポイント。測
定部位（上腕や手首）
が心臓の高さ（乳頭の
位置）になるよう、机
が低い場合は本やクッ
ションなどで調整して
ください。正しいカフ
の巻き方は、最後に詳
しく紹介します。
【⑤毎日同じ時間に】
血圧は、長期的なデ
ータに意味がありま
す。一日のうちで最も
安定した状態を保てる
時間帯を選んで、毎日
できるだけ同じ時刻に
測定しましょう。
【⑥温度】
血圧は一般的に、暑
いと低めに、寒いと高
めになりがち。暑すぎ
ず寒すぎない、ちょう
どいい温度の部屋で測
り ま しょう。
【⑦お酒などは×】
測定前に、アルコー
ルやカフェインを摂取
すると正しい数値が測
れません。摂取してい
ないタイミングで 計り
ましょう。
ゆうじ

いかがでしたか？
全国的に猛暑です
「あっ！」と思い当た が、石巻でも梅雨明け
るポイントがあれば、 とともに信じられない
ぜ ひ 直 し て く だ さ い ような暑さが続きまし
ね。ひとつひとつ確認 た。こまめに水分補給
しながら、正しく血圧 し、熱中症には充分気
を付けましょう。短時
を測りましょう。
最後に、血圧計のカ 間、庭の除草や家庭菜
フ（腕帯）の正しい巻 園の作業を行なうだけ
でも、大量に汗をかく
き方を紹介します。
場合があります。水だ
けでなく、塩分・糖分
【①素肌か薄手の肌着 を一緒に補給できるス
ポーツドリンクなどが
の上 に】
厚い衣服は腕まくり 効果的です。
さて、前置きが長く
ではなく、脱いでくだ
さい。素肌に直接か、 なりましたが、今年の
夏、北上町白浜地区の
薄い肌着の上にカフを
白浜海水浴
巻き ます。隙間ができ
場が８年ぶ
ないよう、ぴったりと。
りに、市営
【②エアチューブは手
海水浴場と
のひら側】
して再開し
手のひら側の腕の中
ました。昨
心にエアチューブがく
年
は週末の
るようにしましょう。
み
計６日間
位置がズレている方を
限定でのプ
多く見かけます。
レ
オープン
【③ひじの内側から少
でしたが、
し上に】
い
よいよ待
カフがひじの関節に
望のグラン
かからないよう、ひ じ
ドオープン
の内側のくぼみから１
です。
白浜海水
～２㎝上に巻きます
浴場は遠浅
（上腕タイプの場合）
で、大人か
ら子供まで
楽しめる海
（ゆいいき る
ろう）

水浴場として有名で、
娯楽施設が少なかった
0
3年くらい前までは、
県北の子供会がこぞっ
てマイクロバスでやっ
て来ていました。大人
になり、出身地につい
て話す際も、北上町と
言うより白浜海水浴場
と言ったほうが通りが
よく、「小さいころ行
ったことがある！」と
盛り上がることもしば
しばありました。
その混雑は大変なも
ので、
子 供ごころに
「芋
を洗うよう」とはこう
いうことを言うんだな
と思ったほど。今では
にわかには信じられな
いかもしれませんが、
日曜日の立町通りと白
浜海水浴場は、注意し
て歩かなければ人にぶ
つかってしまうほどの
人出があったのです。

さて、白浜海水浴場
にやってきた子供会
は、たいてい地引網を
引いていました。昔は
おおらかな人が多く、
怒られないのをいいこ
とに、私も混じって魚
を頂いていたのを覚え
ています。多いときに
は日に５～６回の地引

網がありましたが、毎
回大漁。大きなカゴで
３箱以上は魚やカニが
獲れていました。
震災で、地引網用の
網も流されてしまいま
したが、地元では白浜
地引網組合を設立し、
以前使用していたもの
に近い網を購入して、
海水浴場と同じように
こちらも復活にこぎつ
けました。
暑い日が続く今年の
夏。ぜひ、白浜海水浴
場にお越しください。
9 日までの間、９
８月1
5時で毎日オープ
時～1
ンしています。もし、
団体で利用する機会が
あれば、地引網の体験
もできますよ（地引網
0人程度～、
は3
４万円。
予約は北上観光物産交
流センター ＴＥＬ
０２２５―９８―９８
６１）
（北上十三浜 青山）

大勢の人でにぎわう白浜
海水浴場（1985年）

:

はじめまし
て。健康長寿
コンサルタン
トのユーミン
こと神山弓子
です。今号か
ら３カ月に１
回、ボケ防止
の連載を担当
します。よろ
しくお願いし
ます。
私は、健康
・長寿でいら
れるように講
演したり、体
操やゲームな
どを指導する
仕事をしてい
ます。石巻出 身。３ ・
1
1のときは偶然帰省し
ており、仙石線の車内
で母と被災、日和山の
実家で３カ月ほど過ご
しました。
生かされた私にでき
ることはないかと、自
律神経と整えて心と身
体をケアする「アルフ
ァビクス」インストラ
クターの資格を取得 、
ボランティア活動を始
めました。９月から ２
年半、仮設住宅の集会
所や公民館、介護施設
などで月１回の健康教
室を開いてきました。

さて、今回はいつま
でもボケずに過ごすた
めの秘訣をお伝えしま
す。京都大学名誉教授
の脳博士・大島清先生
の言葉を借りると、「人
生はカキクケコ」。
カは「感動」です。
大島先生はこうおっし
ゃっています。「感動
とは、ただ感じること
ではない。その数倍、
数百倍の心の高揚、気
持ちの集中のこと。感
動することは幸福を感
じること」
感動すると、脳が活
性化します。私はこの
「感動」に、「感謝」
を加えてお伝えしてい
ます。例えば震災のと
き、はじめて口にした
おにぎり、温かい炊き
出しのおいしさに感動
して、涙が出ました。
感謝の気持ちでいっぱ
いになりました。水道
をひねると水が出る、
温かいご飯が食べられ
る、そんな日常にも、
感動し、感謝してみま
しょう。それを口に出
すと脳はさらに喜びま
す。逆にいやな感情を
口にしていると、記憶
中枢海馬が縮んでしま
い、ボケにつながりま

す。
ボケないためには、 牡鹿半島の過去・現
感動し、感謝を言葉に 在・未来と牡鹿愛を語
るリレー連載「牡鹿半
するのが大切です。
キは「興味」です。 島～これからの居場所
なんにでも興味・関心 ～」今回は、牡鹿半島
を持つと脳は活性化し に惹かれ、東京から牡
ます。毎日同じ景色・ 鹿通いを続ける神藤薫
同じことの繰り返しで さんです。
＊＊＊
はよくありません 。私
私が初めて牡鹿半島
は、このキにももうひ
とつ、「共感」を加え に入ったのは、震災か
ています。
共に感じる、 ら３年が経った２０１
誰かと感動を分かち合 ４年のゴールデンウィ
うということです。自 ーク。災害支援団体「Ｊ
分の感動を家族や友達 ＥＮ」が企画し、牡鹿
にもわかってもらえた 半島を中心に開催され
た体験型交流イベント
とき、喜びは倍増しま
「浜へ行こう」に参加
すよね。こんな風に、
したのがきっかけでし
「工 夫」して脳を使え
た。たった
ば、 脳は さらに活 性化
１泊２日の
します。
そう、クは「工
滞在でした
夫」です。
が、牡鹿半
ケは「健康」。心身
島の素晴ら
の健康は、ボケ防止に
しい景色、
欠かせません。
おいしい食
最後にコは「恋」で
材や料理、
す。いくつになっても
そして温か
ときめくことが大切で
い
地
元の人
す。実在の人物ではな
た
ちとの出
く、モノでも構いませ
会いに大き
ん。恋心をもち続けま
く
大きく心
しょう。
が動かされ
ボケ防止にはカキク
た
の
です。
ケコ。日々の生活で、
その翌月
ちょっと意識を向けて
から、「で
みてくださいね！
きるとき
（ユーミン）
に、できる

ことを」
をモットーに、
牡鹿半島に帰るように
なりました。荻浜のお
祭り、雨の中の大原の
お神輿担ぎ、小渕浜で
のめかぶ削ぎ、障害者
福祉サービス「くじら
のしっぽ」の利用者さ
んたちとの御番所公園
でのお花見…。懐かし
い思い出とともに、牡
鹿はすっかり私の故郷
になりました。
牡鹿までの道も、大
切な記憶です。石巻か
ら万石橋を渡り、蛤浜
～桃浦～月の浦～荻浜
～大原～小渕浜～十八
成浜～鮎川～御番所公
園まで走るのが大好き
でした。防潮堤で海が
見えなくなったのはと
ても寂しく、海が見え
ないことへの不安もあ
り、命のためとわかっ
ていても、少し複雑な
思いがあります。
それでも、新しい思
い出も次々と。昨年の
Ｒｅｂｏｒｎ︱Ａｒｔ
フェスでスタートし
た、新しい拠点「はま
さいさい」「桃浦ビレ
ッジ」を訪ねたり、日
程が合えば「県道そう
じ」も皆さんに会える
の を楽 し みに 帰り ま
す。クジラ祭りに、秋

にはツールド東北。ま
だまだ復興真っただ中
の牡鹿半島を、皆さん
と一緒に見守っていき
たいと思っています。
そして牡鹿半島に帰
れないときは、牡鹿で
出会った仲間たちと、
東京のイベントで再会
します。震災翌年から
始まった、石巻と東京
をつなぐ期間限定のバ
ー「復興バー」にも参
加し、現地に行けない
人に牡鹿半島の魅力を
伝えています。今年の
復興バーは、桃浦から
の出店もあるとのこと
で、
とても楽しみです。
牡鹿半島や、牡鹿の
皆さんに 出会えたの
は、私の大切な宝物。
また、帰ります！
＊＊＊
しんどう・かおる／東
京在住。震災前は牡鹿
はもちろん石巻もしら
なかったが、いつか牡
鹿半島に住むのが夢。

御番所公園から見る金華山は
大好きな景色のひとつ
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苅谷です。今

りまんぼうの

もしろいのはその背後に移る街

の写真などが多いのですが、お

いました。七夕飾りやパレード

祭りの写真や映像が展示されて

だ っ て充 分に な い時 代、 そ の 中

い ま した 。ま だ 戦後 ６年 。 モ ノ

れ た 写真 が百 点 以上 展示 さ れ て

石 巻 の街 並み が カラ ーで 納 め ら

50

年の

半世紀以上前の
街並みをカラーで展示！

年の夏は本当

並み。私は震災後の街並みしか

で 懸 命に 生き る 人々 の姿 や 表 情

中央の旧観慶丸商店では、昭
〜

。皆
に暑い …
さん、川開き

わからないのですが、聞いたこ

は 、 何だ か、 震 災か ら７ 年 を 迎

こんにち

祭りは行かれ

とはあるお店（まんぞくや橋通

え た 現在 の石 巻 の私 たち を 励 ま

日 まで開催

ま た、 こと ぶ き町 通り の 旧 カ

ましたか？

り店など！）が見えると「こん

してく れる ようで もあ りました。

30

年く ら いま での 川 開 き

暑くて行けな

な感じだったんだー」と、懐か

この写真展 、８月

和

かった、とい

しいわけではないのに妙な感動

中 と のこ と。 ぜ ひ足 を運 ん で 見

26

街づく

う方もいるで

に浸ってしまいました。きっと

て頂きたいです。

19

は！

しょう。昨年

お店を知っている方が見れば、

7

シワヤでは 、なんと昭 和

に比べて来場

かりや）

当時の思い出が蘇り懐かしく感

（まんぼう

千人 少

8月19日（日）まで。
午前10時から午後
5時。入場無料。
ことぶき町通りの
サルコヤさん向い。
【問合せ】石巻アー
カイブ022-215-3177
まで。

者は

街並み写真展
「MIYAGI1951」

なかったとか。 じるに違いないでしょう。

http://www.ishinomakimatinaka.com/

一方で、写っている人たちの

西日本豪雨の被災地・倉敷市真備
町から、今朝戻って来ました。２週
間の緊急支援の予定でしたが、予想
を超える過酷な状況に、滞在を１週
間延ばして活動することにしました。
私が不在の間も石巻での活動を続け
てくれたスタッフ、ボランティア、
その他協力してくださった方々に、
心より感謝です。
私が派遣されたのは、真備で最大
の避難所・岡田小学校。立っている
だけで汗が噴き出るほどの酷暑の中、
毎日次々に起こるトラブルを解決す
るために、市役所職員さんたちと避
難所中を走り回っていました。朝６
時に起きて、夜中２時頃に布団に入
るまで、ほとんど息をつく間もない
毎日でした。毎日目まぐるし過ぎて、
今はまだ頭が整理出来ていないので
すが、少し落ち着いたら、ちゃんと
振り返って、皆様にもお伝えしたい
と思います。
（編集長 あき）

表情は昔のどの年代も、そして

編 集 後 記

現在も同じ。本当に楽しそうで、

（長野県小諸市）

懐かしい街並み
「昭和の石巻」 展

◆ご支援ありがとうございます
◎さくらさくライブ様

やはり川開き祭りはなくてはな

◎郵便振替口座
１８１４０-３８６４７４８１
イシノマキフッコウキズナシンブ
ンシャ

私はというと、お祭りを楽し

◎ゆうちょ銀行
ハチイチハチ店（８１８店）
普通 ３８６４７４８
石巻復興きずな新聞舎

らない石巻の文化だと、強く思

◆活動資金へのご協力のお願い
石巻復興きずな新聞は、皆さまから
の寄付によって支えられています。
一日でも長く活動が続けられるよう、
ご協力お願いいたします。

いました。

◆購読会員について
自力再建、防災集団移転等により仮
設住宅から出られる方で、「石巻復
興きずな新聞を引き続き読みた
い！」という方のために、「購読会
員」という制度を作りました。年会
費2000円で、毎月新聞を郵送します。
０９０－６６８６－８３１７（岩
元）まで。

みながらいくつかの写真展を見

◆ボランティア募集
新聞の配布を継続的にお手伝いして
くださる方を募集しています。月３
日以上お手伝いいただける方には、
交通費補助あり。

て回りました。

●〇●お知らせコーナー●〇●

■石巻復興きずな新聞とは…
2011年10月～2016年3月まで、ピースボート災
害ボランティアセンターが石巻市内の仮設住宅向けに発行・配布してきた無料
情報紙「仮設きずな新聞」の後継紙。「最後のひとりが仮設住宅を出るまで」
を目標に、2016年6月創刊。市内全仮設住宅および市街地の復興公営住宅に無
料で配布。毎月10日、約6000部発行。
■石巻復興きずな新聞は以下の場所でも手に入ります。
ＩＲＯＲＩ石巻／雄勝店こ屋商店街／おしかのれん街／かめ七呉服店／からこ
ろステーション／川の上・百俵館／新蛇田第一集会所／道の駅「上品の郷」
■石巻復興きずな新聞舎
〒986-0813 石巻市駅前北通り1-5-3 TEL:090-6686-8317
kasetsukizuna@gmail.com / www.kizuna-shinbun.org
■発行元

石巻復興きずな新聞舎

■編集長
岩元暁子
■副編集長 川口 穣
■デザイン 矢野瑛子／妙本咲季

■記事執筆 青山英幸／苅谷智大
神藤 薫／西川優花
野津裕二郎

■協力
石巻専修大学関根ゼミ／石巻NOTE／川の上・百俵館／サードステージ／震災
こころのケア・ネットワークみやぎ／包括ケアセンター／ピースボート災害ボランティ
アセンター／ゆいいきる／街づくりまんぼう／民宿めぐろ
■助成

宮城県「みやぎ地域復興支援助成金」

