石巻市南浜で整備が が多く参加してくれた
進む「石巻南浜津波復 ことがうれしかったで
興祈念公園」内で９月 す」。そう話すのは、
3
2日、復興の森づくり 主催団体のひとつＮＰ
植樹祭が行なわれまし Ｏ法人こころの森の代
た。市民や全国からの 表で、門脇出身の古藤
ボランティア 野靖さん。門脇中の同
など約４００ 級生たちが、植樹祭に
人 が 参 加 し 、 合わせて同窓会を企画
してくれ
たおかげ
で、昔を
思い出し
ながら植
樹するこ
とができ
たといい
ます。
震災の
0
年 の 1
月、東北
に復興祈念公園が作ら
れる計画を新聞で知っ
たという古藤野さん
は、そのとき「いのち
を感じられる森がある
公園が良いのでは」と
直感したといいます。
「花と緑で街ができる
ことこそが、復興だと
かさ上げ工事
が完了した公
園北側の敷地
に約３７００本の苗木
を植樹しました。
「天気もいい し、みん
な笑顔で良かった。何
より、もともとこの地
区に住んでいた人たち

ヤマザクラやクロマツの苗木を
植える参加者たち

皆さんに寄り添った活
動を続けてまいりま
す！ 今後とも、 ど う
ぞよろしくお願いいた
「石巻復興きずな新聞」 のも、決して一人では します！
が、
このたび ２０１８ 成し遂げられませんで
年 度 グ ッ ド デ ザ イ ン した。記事を執筆して 石巻復興きずな新聞舎
思うんです。花と緑は 賞（主催：公益財団法 くれる地元メンバー、 代表兼編集長
心を豊かにしてくれま 人 日 本 デ ザ イ ン 振 興 印刷作業を担う学生た
岩元 暁子
すから」
会）を受賞しました！ ち、県内外から配布に
しかし、古藤野さん
グッドデザイン賞は 参加してくれる多くの
は、もともと植樹どこ 家電やインテリア、建 ボランティア、資金面
ろか草花の世話もした 築物など形のある製品 で 支 え て く だ さ る 方
ことがありませんでし に贈られるイメージで 々、そしてもちろん、
た。志を同じくする仲 すが、地域づくりや社 いつも新聞を楽しみに
間たちと共に、樹木の 会貢献活動など形のな していてくださる皆さ
種を拾い集め、発芽さ い取り組みにも贈られ ま、本当に多くの方々
せ、苗木を育て、時に ます。
の参加とご協力とご支
ビニールハウスが強風
石巻復興きずな新聞 援のもと頂
で飛ばされるといった は「『新聞を手渡しで けた賞だと
アクシデントも乗り越 届ける』
という行為が、 思います。
えながら、この日２回 仮設住宅で暮らす方々 それを誇り
目の植樹祭を迎えまし を『見守る』ことに直 に思うと同
た。「自然災害は自然 結している」
こと、「仮 時に、お一
破壊の延長とも言われ 設きずな新聞として第 人おひとり
ます。植樹して終わり １１３号＋石巻復興き に、心から
6 号 感謝をお伝
ではなく、これからも ずな新聞として第2
自然の大切さやありが （２０１８年９月現在） えしたいで
たさを感じながら、次 まで続いているその継 す。いつも
世代にメッセージをつ 続性」が高く評価され 本当にあり
なげていきたい」
が と うご ざ
ました。
昨年植樹した苗木た
毎月情報たっぷりの います！
ちは、無事に一回り大 新聞を発行するのも、
石巻復興
きく育っていました。 できるだけ手渡しにこ きずな新聞
これ からも森づくりは だ わ っ て 配 布 す る の 舎 は 、 今 後
続いていきます。
も、そしてこの活動を も よ り 一
（きずな新聞 あき） 長きに渡って継続する 層、住民の

「立ち上がると膝が痛 ない人も、ぜひチェッ
い！」「歩き出すとき ク し て み て く だ さ い
膝が痛むの！」
ね！
仮設住宅にお邪魔す
ると、こんな訴えをよ
く耳にします。
それは、 変形性膝関節症の初
膝関節の軟骨が少しず 期症状には、次のよう
つ す り 減 っ て 起 こ る なものがあります。
「変形性膝関節症」と ①立ち上がり、歩きは
いう障害かもしれませ じめなど動作の開始時
ん。
に膝が痛む。休めば痛
仕事を引退したり、 みがとれる。
当たり前のようにして ②膝のお皿の周辺に水
いた友だちとの散歩に がたまり、腫れや痛み
行かなくなったりと、 が出る。
震災を機に自宅から出 ③正座やしゃがむなど
ることが減った人は多 の膝を大きく曲げる動
いと思います。体重が 作や、膝をピンと真っ
増えたり、膝周りの筋 すぐ伸ばすことが難し
肉が落ちてしまったと くなる。
実感している 方もいる
でしょう。そんな人は
特に要注意！ 実は、
原因はさまざまです
震災後に余儀なくされ が、膝関節の軟骨の老
た生活は、変形性膝関 化によるものが多いで
節症を引き起こしやす す。軟骨が年齢ととも
い環境なのです。
に弾力性を失い、少し
今日は、そんな変形 ずつすり減って、やが
性膝関節症の症状や予 て 変 形 し て し ま い ま
防法をお伝えします。 す。また、体質や骨密
誰もがかかる可能性が 度、肥満、ホルモンな
ある病気です。膝に不 ども影響しているとい
安がある人も、そうで われています。

猛暑の夏が終わり、
秋めいてきました。こ
0
4歳以上の人を中心 の号が出る頃には稲刈
に、誰もがかかる可能 りもほぼ終わっている
性があるとても身近な ことでしょう。秋は「食
病気です。過去に 膝を 欲 の 秋 」 と 言 わ れ ま す
けがした経験のある方 が 、 石 巻 は 食 材 の 宝
や運動不足になりがち 庫！ 漁業のイメージ
な主婦の方、デスクワ の一方、平成の合併で
ークの多い方、姿勢の 農業の生産額も格段に
9
悪い方、肥満体型の方 上昇しました。平成2
などは注意が必要。ち 年度の水揚金額（石巻、
なみに男女比は１：４ 牡鹿、渡波の合計）は
で女性に多くみられる 約２００億円ですが、
ので、女性は特に要注 農業生産額も約１４２
億円に上っています。
意です！
水揚げが多いのはサ
バ、イワシ、カツオ、
タラ、イカ
◎大腿四頭筋（太もも
類、銀ざけ
の 前 の 筋 肉 ）を 鍛 え ま
など。農業
しょう。次頁のような
では水稲、
運動が効果的です。
野菜、肉用
◎大きく膝を曲げ るの
牛、ブロイ
は逆効果。
正 座をさけ、
ラー、鶏卵、
椅子での生活を心がけ
生乳、花き
ましょう。トイレは極
等
が生産さ
力、和式で は なく洋式
れます。ま
を使いましょう。
た
、仙台牛
◎肥満であれば健康的
の
基幹種雄
に減量しましょう。無
牛「茂洋」
理な減食は×です。
と
「勝洋」
◎膝をクーラーなどで
は、桃生町
冷やさないよう注意
生まれ。優
し、温めて血行をよく
秀な種牛を
しましょう。
競う全国協
議会で優勝
するなど、

全国にも誇れます。
江戸時代、石巻は米
の集積地として栄え、
出荷される米は江戸の
消費量の１ ３を占め
ていました。また、金
華山沖は世界三大漁場
のひとつ。親潮と黒潮
がぶつかる潮目である
ことに加え、山地が海
の間近に迫るため、森
のミネラルをたっぷり
含んだ山水が海へ注ぎ
ます。ミネラルは海水
と混ざり、プランクト
ンを育みます。それが
魚、カキ、ホタテ、ホ
ヤ、わかめなどをおい
しくするのです。北上
町は今回取り上げた食
材のうち、ブロイラー、
花き、いちご、銀ザケ
以外のすべてを産しま
す。石巻の食糧庫とい
われるゆえんです。

/

以前私はラーメンの
食べ歩きが趣味でし
た。同じラーメン好き
のなかには、山奥や、
すれ違いも困難な海岸
通りにポツンとある食
堂まで車を飛ばし、た
だラーメンを食べて帰
ってくる、という人も
います。
しかし震災後、
そんな食堂が各地でな

くなっています。北上
も震災前は食堂が５軒
ほどありましたが、い
まは１軒だけです。
一方、こんな話もあ
ります。今春、息子が
気仙沼市の高校に入学
したので、気仙沼に行
くことが増えました。
気仙沼の埠頭には以
前、「かもめ食堂」と
いう食堂があったそう
です。みんなに慕われ
8 年、後
た食堂は平成1
0年以上
継者不足から6
の歴史に幕を下ろしま
した。閉店後も、建物
は地元のシンボルとし
て残されていました
が、震災で流失してし
まいます。そこで立ち
上がったのが、東京の
ラーメン店店主でし
た。「人生初のラーメ
ンがかもめ食堂」とい
うその男性が、かもめ
食堂を復活させたので
す。いま店は、地元の
人や観光客でいつもに
ぎわっています。雇用
を生み、復興の一助に
もなっているのです。
翻って、これだけの
食材がそろう北上町。
夜はお酒を飲みつつ、
気軽に食べられる食堂
があればなと思いま
す。（北上 青山）

※膝に負担がかから
ない生活を心がけるこ
とが大切です。無理な
運動は膝に過大な負担
がかかり、痛みが強く
なる場合もあるので、
控えまし ょう！
重症の場合は手術と
なることもあります。
症状が比較的軽い場合
は、薬による治療と運
動などによる物理療法
が一般的です。薬によ
る治療とは、炎症や痛
みを抑える内服薬や外
用薬を使ったり、膝関
節内にヒアルロン酸の
注射をするなどして行

なう治療です。物理療
法では、大腿四頭筋を
強化するトレーニング
や関節可動域を広げる
リハビリテーション、
膝を温めたりする治療
が行なわれます。段階
や症状の程度で治療法
も異なるので、痛みが
悪化する前に、まず医
師に相談してください
ね ！ 予防も治療も、
早ければ早いほど効果
的です！
（牡鹿のゆうじろう）
＊＊＊
挿絵提供・参考…公益
社団法人日本整形外科
学会
牡鹿半島の過去・現
在・未来と牡鹿愛を語
るリレー連載、今回は
東京から桃浦（ももの
うら）に移住した、漁
師見習いの土橋剛伸さ
んです。
＊＊＊
私の住む桃浦は、震
5世帯・１４
災前には6
７人が住んでいた、半
島の中では大きな浜で
した。一方、今も居住
3人。浜の長
するのは1
老は、何年か先には人
のいない浜になると本
気で心配しています。
先人から引継いだ浜を
途絶えさせないように
と、震災後３年目から
地元住民や
ボランティ
アら有志に
よる活動が
始まりまし
た。以来、
漁業体験や
豊かな食を
通して、桃
浦を知って
もらう活動
が続いてい
ます。私が
移住したの
も、その活
動がきっか
けでした。
航空業界
で働いてい

た私は震災当日、機内 秋のことです。
師匠との日々は学び
食の製造工場におり、
その後の数日は出発を の連続です。また、桃
見合わせていた航空機 浦支援の輪も徐々に広
への食料・飲料確保に がり、少しずつですが、
追われました。すぐに 桃浦と様々な形でかか
被災地入りはできなか わりを持つ、いわゆる
ったのですが、炊出し 関係人口も増えてきて
総合芸術祭
「リ
に行くグループの支援 います。
などをしていました。 ボーンアートフェステ
私 は 群 馬 出 身 で す ィバル」のプロジェク
が、小学校時代に東北 トとして、自然体験も
で過ごした時期もあっ できる研修・宿泊施設
て、現地で支援活動を、「もものうらビレッジ」
との思いを持ち続け、 も誕生しました。海を
２０１５年初めから東 望む山肌に立つ素敵な
北を訪れるようになり 施設で、人々の交流の
ました。石巻や牡鹿半 起点になる場です。
これから、この桃浦
島での知人も増えてい
血縁や地縁、
くなかで前述の桃浦の を舞台に、
活動を知り、現在の師 組織上のつながりなど
匠でもある浜の長老と 従来の属性にしばられ
0歳を ず、人々が生き生きと
出会いました。9
迎える師匠は、今も現 交流できる場をつくっ
役で船に乗ります。小 ていきたいと思ってい
学校を出てすぐに船乗 ます。課題ばかりで悶
りになり、若くして遠 々とする日々ですが、
洋漁業船の船長をも任 浜の長老の歴史を刻ん
されていた師匠の漁師 だ笑顔と新鮮な魚介に
5年以上。 癒されながら、なんと
歴は、なんと7
桃浦の豊かな自然や か丸３年を迎えようと
浜の暮らし、そして師 しています。
匠の生きざまに触れ、
＊＊＊
今までとは違う豊かさ どばしたけのぶ／復興
を求めたいと思い、そ 支 援 活 動 で 桃 浦 を 知
して桃浦復興の一助を り、その後移住。長老
担えるようになりたい 漁師を師匠に漁師見習
と思い、直感で桃浦移 い兼もものうらビレッ
5年 ジ管理人。4歳
住を決めました。1
5

街づく

こんにち

は！

たらいい？」など多くの質問を

受けました。なかでも、神社や

当日、街なかは大型客船から

!?

お寺の場所を聞かれることが多

苅谷です。今

観光に繰り出した海外の人であ

まるで海外
街なか、人であふれる

年は台風、地

ふれていました。その数は千人

実はこの日、街なかの多くの
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りまんぼうの

震と自然災害

以上とも。普段は人通りの少な

お店はこんなに多くの外国人が

かったです。

が本当に多い

いところも人・人・人。みなさ

来るとは知りませんでした。翌

街に来る人の顔を考える

です。全国の

ん好奇心旺盛で、ちょっと入り

にしよう！」という声が多く聞

被災された皆

私は当日、元気いちば近くの

かれました。どんな人が来るか

日、「次回は外国からのゲスト

石巻も今年

駐車場で臨時の現地案内ガイド

想定できれば、お店側もいろい

にくそうなお店にも、興味を

は何度も台風

をしました。「どこに行ったら

ろ工夫ができます。でもこれ、

様にお見舞い

に見舞われま

いい？」「昼ご飯はどこで食べ
大型客船に限らず、日常でも同

じことかも。街に来るのはどん

な人か？を丁寧に考えることが、

訪れて楽しい街づくりにつなが

る第一歩なんだ、と大型客船の

申し上げます。 持ってどんどん入っていきます。 にもっと楽しんでもらえるよう

したが、その

影響で大型客

船が石巻港に入港できなくなっ

その数、実に３回。そし

ていたことを、ご存知でした

か？

http://www.ishinomakimatinaka.com/

（撮影：みらいサポート石巻）

受け入れをして改めて感じたの

先日、埼玉県の浦和学院高校の学
園祭に行ってきました。浦和学院さ
んは震災直後から石巻・東松島の支
援活動を始め、今でも毎年生徒さん
をボランティアとして派遣している
学校です。学園祭では、石巻焼きそ
ばや牛タンつくね、皇室献上海苔で
巻いたお餅や海苔うどんなどが販売
され、まさに石巻尽くし！ なんと
石巻焼きそばは２１００食を売り上
げたそうです。学校を上げて東北を
応援している様子が伝わって来ます。
そんな浦和学院さん、11月から3か
月連続できずな新聞の配布ボラン
ティアに参加してくださいます。し
かも、12月は甲子園に出場した野球
部の生徒さん達です。いくつかの団
地にお邪魔する予定ですので、ぜひ
若いパワーを受け取ってくださいね。
（編集長 あき）

18

日）、４度目の

編 集 後 記

月

＜お申込み方法＞
電 話 （ 090-6686-8317 ）に て 、ご 連
絡ください。後日、申込用紙をお届
けします。
◎ゆうちょ銀行
８１８店 普通 ３８６４７４８
石巻復興きずな新聞舎

9

▲サングラスをかけた
おしゃれな人たちが沢山！

でした。（まんぼう かりや）

◆賛助会員募集
私たちの活動を積極的にご支援いた
だける個人・企業・団体を募集して
います。
＜会員種別＞
■個人会員（新聞購読あり）
5,000 円/年×１口以上
■個人会員（新聞購読なし）
3,000 円/年×１口以上
■団体会員
10,000 円/年×１口以上

て先日（

◆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。
０ ９ ０－ ６６ ８６ －８３ １７ （岩
元）まで。

正直で「ダイヤモンド・プリン

◆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。

セス」が石巻に入港しました。

●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
土橋剛伸／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」

