気温 ３度。昼間の 日
差しから一転、しんし
んと冷え 込ん だ１月７
日の夜、どんと祭にあ
わせて行なわれた「裸
参り」に参加
した。

中央のいし
のまき元気市
場を出 発 し、 羽黒山鳥
屋神社で祝詞をあげて
いただいたあと、石巻
駅前・立町大通りを経
て住吉神社まで。無病

かく迎えてくれる住 民
さんのこと、健康や家
族のことなど、歩きな
がら祈ろうと いくつも
の願い事を用意してい
たが、寒さに耐えなが
ら歩くのが精いっぱい
息災などを祈りながら 時折、寒風がさらに体 で、願う余裕はほとん
距離にして約１㎞をさ 感温度を下げながら通 どなかった。
それでも、
らし姿で歩く。昨年は り過ぎていく。羽黒山 きつくまかれたさらし
「応援参り」として、 からは含み紙を口にす と身を切る空気に、心
ダウンを着込んで行列 るので、声も出せない。 洗われた気がした。
に同行した。
その際の、 寒 さ を 吹 き 飛 ば そ う
裸 参 り は 、 来年 も ど
寒さに耐えながらも凛 と、手に持った鐘を何 んと祭に合わせて実施
として歩 度も強く鳴らした。駅 される予定だ。正月飾
く参加者 前 の 大 も り 屋 で 小 休 りのお焚き上げに合わ
の姿に魅 憩。振舞いのお雑煮が せて、ぜひご声援を！
せ ら れ 臓腑にしみわたった。 （きずな新聞 ジョー）
て 、そ し
力になったのは、沿
の寄付金、助成金によ
て石巻の 道からの声援だ。スタ
って継続しています。
復 興 を 地 ートの元気市場、 途中
この活動が本当に皆様
元の人々 の羽黒山、そして道々
のお役に立てているの
とともに で、居合わせた方々に
いつも石巻復興きず かを検証し、来年度以
祈りたい 大き な拍手と歓声をい
と思い、 ただいた。それを聞く な新聞をお読みいただ 降の活動に活かしてい
「今年こ たび、すっと背筋が伸 き、またボランティア くため、読者アンケー
そ」と志 びた。ゴールの住吉神 の訪問時には温かい言 トを実施します。この
葉を掛けていただき、 新聞の継続を希望され
願したの 社では、集まった大勢
どうもありがとうござ る方はもちろん、そう
だ（本当 の人に迎えられた。ご
います。
でない方も忌憚のない
は直前ま うごうと燃えるお焚き
仮設きずな新聞の後 ご意見を寄せていただ
で、だいぶしり込みし 上げの炎のなかに、腰 継紙「石巻復興きずな けたらと思います。
ていたのだが）。
縄とワラジ、含み紙を 新聞」として再スター
外へ出ると、切られ 投げ入れる。一瞬大き トし、もうすぐ２年に ●方法１● 本紙挟み
るような寒さに一瞬に くなった炎に手を合わ なります。私たちの活 込みのアンケートはが
して肌が粟立った。ワ せ、初めての裸参りが 動は、市内外からのボ きに記入し、投函する
ラジを履いていても足 終わった。
ランティアや全国から （切手不要）。
元から冷気が伝わる。
石巻の街のことや温

●方法２●ＱＲコード
の回答フォームより回
答する。

私たちは「最後のひ
とりが仮設住宅を出る
まで」を目標に再刊し
ました。最後まで活動
を続けていくために
も、皆様方からのお声
が必要です。ご協力ど
うぞよろしくお願いい
たします。

石巻復興きずな新聞舎
編集長・岩元暁子

こんにちは。今年は
寒くなるのが早いです
ね ！ 寒い冬は血管が
きゅっと締まって、血
圧が上がりやすいとい
われています。すでに
血圧が高いと指摘され
ている方はもちろん、
指摘されていない方
も、もしや？という気
持ちで読んでいただけ
ればと思います。

上１４０㎜Ｈｇ、下
0
9㎜Ｈｇ以上。上と下
のどちらかが数値を超
えている場合でも、 高
血圧と診断されます。

１日２回、朝と夜に
測りましょう。朝は起
床１時間以内に排尿を
済ませてから 、夜は就
寝前に。毎日決まった
時間が望ましいです。

高血圧が続くと、や
わらかい血管が硬くな
り、血流が悪くなりま
す。そこに血液のかた

まりができ、血管をふ
さいだり（脳梗塞や心
筋梗塞）、血管が破裂
する（脳出血）可能性
が あり ま す 。

①減塩…麺類のスープ
はなるべく残しましょ
う。ハムなどの加工品
やドレッシングは控え
目に。しょうゆやソー
スはかけるのではなく
つけるようにします。
また、天然のだしを
使用する（顆粒だしに
は塩分が含まれる）、
レモンなどで酸味をつ
ける、カレー粉などの
香辛料や香味野菜で香
りをつける、煮物や汁
物にはごま油を１滴た
らすなど、料理に一工
夫することで減塩しや
すくなります。
②カリウムや食物繊維
で塩分を排泄させる…
カリウムや食物繊維
は、塩分の排出を助け
てくれます。カリウム
はホウレンソウ・納豆
・里芋・枝豆・バナナ
などに、食物繊維はゴ

ボウ・納豆・オクラな
どに多く含まれます。
③減量…１㎏の減量で
血圧 １～１・５㎜ Ｈｇ
下がるとされます。
④アルコールは適量で
…適量（１日ビール大
瓶１本程度）を越えな
いよ うにしましょう。
⑤適度の運動…室内で
の踏み台昇降などでも
ＯＫ。減量やストレス
解消にもなります 。
⑥ストレスの軽減…自
分 な り の ス トレ ス 解 消
法を見つけましょう
（私は子供と一緒に歌
って踊っています）。
⑦禁煙 … 過 度 の 喫 煙 は
血 圧 を 上 げ るほ か 、 血
管を硬くすることにも
つながります。
血圧測定は、自分の
体調を知る方法のひと
つです。大きな病気に
なる前に血 圧測定を習
慣にし、予防法も参考
にしてくださいね。
※すでに高血圧と診断
されている方は、上記
の方法が適さない場合
もあるかもしれません
ので、かかりつけのお
医者さんにご相談くだ
さい。（牡鹿在住 看
護師さとみ）

あけましておめでと
うございます。北上の
青山です。本年もよろ
しくお願いします。４
度目の年男を迎え、い
っそう頑張っていきた
いと思います。
2 月、北上地区
昨年1
では７年ぶりの出来事
が二つありました。ひ
とつは北上の名物とな
っている、葦（ヨシ）
で作ったジャンボ門松
です。ニュースで毎年
のように取り上げられ
るので、ご存知の方も
多いと思います。震災
前は新北上大橋付近に
設置され、帰省する人
や釣石神社
などにお参
りに来る方
を出迎えて
いました。
震災後設置
場所を変更
していまし
たが、７年
ぶりに以前
の場所に戻
ってきたの
です。
二つ目
4 回目
は、1
となる「太
平洋写真学
校北上教
室」。風景
写真家の第
一人者・竹

内敏信氏と、著名な写
真家となった氏のお弟
子さんを講師に招い
て、北上の風景を撮る
イベントです。私も市
の担当課の職員として
従事したことがありま
すが、この催しが続い
ているのは、人と人と
の繋がりが大きいと感
じます。撮った写真の
批評もさることなが
ら、人生経験豊富な参
加者・写真家・実行委
員の三者が織り成す雰
囲気がとても魅力的
で、参加者は引き付け
られているのだと思い
ます。１９９７年から
始まり、当初は季節を
固定せずに行なわれて
きましたが、ここ数年
は冬に実施されていま
す。実行委員の思い入
れが強いのが、冬の葦
だそうです。夏の青空
と緑も素晴らしいです
が、冬の北上はとても
風情があります。葦は
秋に黄土色となり、北
上川の上流に沈む夕日
に照らされて黄金色に
輝きます。うっすらと

雪化粧した姿もまた、
美しいものです。大型
機械を使用した収穫作
業も壮観です。
北上川河口は、「残
したい日本の音風景１
００選」にも選ばれた
風光明媚なところで
す。初めて葦原のなか
に立ち、その音を聞い
たときは身震いするほ
ど感動しました。「日
本の音風景」は１９９
６年、当時の環境庁が、
「人々が地域のシンボ
ルとして大切にし、将
来に残していきたいと
願っている音の聞こえ
る環境（音風景）」を
公募し、音環境を保全
する上で特に意義があ
るものとして選定した
ものです。多くが生物
の鳴き声や生活、祭り
の音で、植物からの音
は京都の竹林など５つ
しかありません。当時、
同じ課で応募に踏み切
った環境担当職員の感
性には脱帽です。
ちなみに葦は、元々
アシと呼ばれていたの
が、「アシ＝悪し」で
語感が悪いためにヨシ
と呼ばれるようになっ
たそうです。改めて、
今年一年、私も、皆さ
んの生活も、ヨシとな
りますように！
（北上十三浜 青山）

葦のジャンボ門松

「誰かの話を聴かない
日はない」といっても
いいくらい、 「聴く」
ということは 人にと っ
て欠かせないコミュニ
ケ ー シ ョン で す 。 し か
し、人と関わるときに
緊張しやすかったり、
どんな会話をしていい
かわからなかったり、
相手の悩みをどう聞い
たらいいかわからず困
ったこ とはあ りません
か？ 傾聴講座は、「聴
き方」を身に付けるこ
とで、身近な人と自分
自身の心を楽にしてい
くための講座です。

【場所】みやぎ生協文
化会館「アイトピアホ
ール 」（中央２‐７‐
３アイトピア通り）
0人
～傾聴にはこんな効果 【定員】3
【費用】無 料
が あ りま す ～
・相手の気持ちを汲み 【申込み方法】電話ま
取り、相手と信頼関係 たはメールにて、①お
名前、②年齢、③ご連
を築くことができる
・初対面の人とも緊張 絡先、④お弁当（１日
せずに会話できるよう ６００円）の要・不要
になる
をお知らせください。
・相手が話したいポイ
ントをつく質問力が身 【申込み・問合せ】石
につく
巻復興きずな新聞舎
０９０‐６ ６８６‐８
【日時】２月1日
（日） ３１７／ｋａｓｅｔｓ
1
2
（
月
祝
）
ｕ
ｋｉｚｕｎａ＠ｇｍ
1日
0 時～ 6 時
【時間】1
ａｉｌ．ｃｏｍ
1
牡鹿の過去・現在・未
来と牡鹿愛を語るリレ
ー連載「牡鹿半島～こ
れからの居場所～」
、今
回は元石巻市議会議長
の阿部和芳さんです。
＊＊＊
私の愛する牡鹿は、
渡波から県道２号線の
牡鹿路を通る風光明媚
な山あり海あり笑顔あ
りの半島で、声が大き
く喧嘩のごとく聞こえ
ることもありますが、
人情味あふれる地域で
す。各浜に集落が立地
し、中央の荻浜から終
点の鮎川まで、それぞ
れ特徴があります。主
産業は漁業
で、戦前に
宮城新昌さ
んが確立し
た技術を伝
承する養殖
カキの生産
は県全体の
７割を占め
るほか、ワ
カメやのり
養殖、漁船
漁業を行な
っていて、
豊穣の海の
恩恵を存分
に受けてい
ます。
さて、私
はそんな牡

鹿の小積浜に居住して て、「政宗領所海涯人
います。金華山道に沿 屋、波濤大 来、悉流
って小積峠の麓に成立 失す。溺死者五千人。
した小積浜は、宿場町 世曰津浪云々」と記載
として栄えました。安 されています。そこで
永年間（１７７２～１ 藩主伊達政宗は支倉常
0戸を超 長に命じ、復興（と、
７８１年）に2
え、炭焼きで生計を立 一説では天下取り）の
てていたこともあって ために、震災から２年
「小炭浜」と書いてい 後、１８０名を乗せた
ました。我が家の畑に 慶長遣欧使節団を出帆
も炭焼きの跡がありま させました。そして、
した。また、「小積神 出帆地の月浦には記念
楽」の伝承があって、 碑がありますが、揮ご
流統で賑やかな笛・太 うは東郷平八郎です。
また折浜には、今年
鼓・鐘の音がこだます
る女神楽として名高い １５０年目を迎える戊
時代もありました。東 辰戦争の際、榎本武揚
日本大震災で３分の２ の艦隊６隻が入港した
が流失し、現在は８戸 ドラマがあり、荻浜は
4）年
１８８１（明治1
となっています。
江戸時代の牡鹿半島 に三菱汽船、翌年には
は遠島とよばれ、「浜 共同運輸会社が定期航
方狐崎組」「浜方十八 路 の 寄 港 地 と し ま し
成組」「浜方女川組」 た。同じ荻浜港には１
1）年、
に分かれていました。 ９０８（明治4
それぞれ旧石巻市・旧 石川啄木が降り立ち、
牡鹿町・女川町となり、 「港町 とろろとなき
現在では石巻市と女川 て輪を描く鳶を圧せる
町なっています。
潮曇りかな」と詠ん
私がなぜ牡鹿を愛す でいます。ワクワクす
るかといえば、歴史の る牡鹿半島、歴史とロ
宝庫であるからです。 マンあふれるこの地に
１６１１年には慶長三 住んでみませんか。
陸地震が発生し、仙台
＊＊＊
藩に膨大な被害をもた あべ・かずよし／元石
らしました。当時の文 巻市議会議長。牡鹿半
献『駿府記』には、慶 島小積浜に居住し、郷
長三陸地震の記述とし 土史愛好家でもある。

漲

～こんなことはありま
せんか ？ ～
・人と話すのが苦手
・人の話を聞いている
のが苦痛
・つい 話 し過ぎて しま
って後悔する
・他人をよく責める
・沈黙が苦手
・初対面の人と話すの
が苦手
・悩みを相談されたと
き、どう対応していい
か分からない

ぼうの苅谷で

街づくりまん

ざいます！

のように開店前にお客さんが並

売りをする店舗は年々減り、昔

店舗がいくつかありました。初

まちなかでは、初売りをする

「誰かを楽しませたい！」とい

の化粧品屋さんがいうとおり、

しょうか？

何かが違うと思うのは私だけで

が殺到したとのこと。結果、店

す。きずな新

ぶ姿は見られませんでしたが、

う気持ちが根底にあって行なわ

当たり前ではありますが、はて、

聞で迎える５

それでも、抽選などを楽しまれ

れるもの。主催者がそう思い、

イベントとは、先

回目の新年で

ていった方もいたと聞きます。

謝）できれば、今回の事態には

す。本年もよ

い）。それでもせっかく来てく

ならなかったのではないでしょ

参加者がその気持ちに共感（感

します。今年

れた方には楽しんでいってもら

うか。 （まんぼう かりや）

「昔に比べれば全然（人は出な

のお正月、み

いたいからね」と、化粧品店の

ろしくお願い

なさんはどの

店主さんは言っていました。

イベントを考える

ように過ごさ

れましたか？

毎年、まち

▲恒例のもちつき体験！ 年々目に
する機会は少なくなっていますね

多くの家族づれなどで賑わいま

一方で、年末年始大賑わい

◎asaco caco様

明けまして

だったのが郊外の大型店。他地

愛知県大府市

舗が大々的に謝罪することに。

なか情報局で

域での出来事ですが、大抽選会

◆ご支援ありがとうございます
◎あつまり処わのや様

Vol. 67

した。

は石ノ森萬画館でのお正月イベ

に長蛇の列ができたものの、賞

http://www.ishinomakimatinaka.com/

おめでとうご

ントについてお伝えしてきまし

品がなくなってしまい、何時間

◆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。
◎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
◎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

た。今年も、１日・２日に餅つ

◆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。
希望される方は０９０－６６８６－
８３１７まで。

も待ったお客さんからクレーム

求人、セール、イベントなど、告
知・宣伝・情報発信したいことが
あるときは、ぜひ石巻復興きずな
新聞の広告掲載をご利用ください。
掲載費は１回5000円～（内容によ
り掲載できない場合もあります）。

きや凧揚げ、カタ抜きといった

◆広告募集

お正月ならではの催しがあり、

●〇●お知らせコーナー●〇●

愛知県知多市

編 集 後 記
新年あけましておめでとうござい
ます。本年もどうぞよろしくお願い
いたします。
皆様はどんな年越しでしたか？
私は東京で暮らす夫を石巻に呼んで、
石巻で年越ししようと思っていたの
ですが、12月に入ってから石巻があ
まりに寒いので断念し、私が東京に
帰って静かに年越ししました。代わ
りに３連休に夫が石巻に来てくれて、
普段お世話になっている方々のとこ
ろに遊びに行かせていただいたり、
二人で裸参りに参加したりしました
（１面の裸参りの記事を書いている
ジョーが私の夫なのです、実は）。
寒いのが苦手な夫はギリギリまで参
加を渋っていたのですが、私が毎年
参加している大切なイベントに、今
年は一緒に参加することができてう
れしかったです。私事ですが、１月
７日は私の誕生日（何歳になったか
は秘密です）。最高の誕生日プレゼ
ントでした。
（編集長 あき）

■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／開成の拠り所・あがら
いん／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／阿部和芳／
苅谷智大／野津里美

■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・協賛
宮城県「みやぎ地域復興支援助成金」、ラッシュジャパン「チャリティバンク助成金」

