を蒸すと
ころから
始まり、
ついたお
餅をちぎっ
たり、き
なこや納
豆で味付
けをした
りと、皆さん朝早くから準
備をされていました。私も
お餅をつかせていただいた
のですが、想像以上の杵の
重さにとても驚きました。

月は、鶴ケ谷・新田各公営住宅の催しに
お邪魔しました。お誘いいただき、ありがと
うございました。

月９日 日( 、)
鶴ヶ谷災害公営
住宅にて行なわ
れた餅つき会に
参加しました。
雪のちらつく寒
い日でしたが、
老若男女たくさ
んの住民の方で
にぎわいました 。
研いだもち米

2019.1/NO81
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そして、私たちも会場で
振る舞われたお餅と豚汁を
いただきました。つきたて
のお餅はなめらかで弾力が
あり、具だくさんの豚汁は
ほっこりとする味で、とて
も美味しかったです。
住民の皆さんや他のボラ
ンティアの方々にも温かく
接していただき、楽しい時
間を過ごすことができまし
た。またこのような機会が
あればぜひ参加させていた
だきたいです。ありがとう
ございました。
月 日 土( 、)新田災害
東(北大学 五十嵐萌 )公営住宅でクリスマス会が
開催され、私たち学生スタッ
フも参加させていただきま
した。
はじめに東北市
民バンド協議会の
メンバーによるピ
アノとフルートの
クリスマスコンサー
トが開かれました。
続いてビンゴ大会
が行なわれ、豚汁

やフルーツなどをいただき
つつ、会は終始和やかな雰
囲気で進行しました。参加
者の方々の楽しそうな姿を
見て、年齢を越えたつなが
りや住民の皆さんがお互い
に親睦を深める機会の大切
さを感じました。
私たち学生スタッフ
をあたたかく迎え入れ
てくださった住民の皆
さんに改めて感謝申し
上げます。また機会が
あればお声掛けいただ
けますと幸いです。
東(北大学 柬理実優 )

私たちは「地元の方が主役の復興」を目指し主
に南三陸町と多賀城市で活動しています。
南三陸町では、地元の復興の
担い手の元に全国からボランティ
アを派遣。復興のお手伝いを通
じて南三陸町の魅力に触れても
らい中長期的に復興を支える
「ファン」になってもらう取り組みをしています。
多賀城市では、2012年4月より「復興応援団だ
より」を仮設住宅全戸にお届けするなど、住民の
みなさんが中心となったコミュニティづくりを応
援しています。
このような活動を通じて
地元の人自身が復興とまち
づくりに立ち上がる大きな
うねりを起こすことを目標としています。
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12月1日(土)、矢本駅前
一帯にて行なわれた
「サンタをさがせ！」と
いうイベントで、会場設営
や交通整理などのお手伝い
をさせていただきました。
このイベントは、街中に
放たれた100人のサンタ
クロースを子どもたちが
探し出してスタンプを
集めるという
ものです。
私は昨年も
参加させて
いただきまし
たが、今回で
8回目の開催ということもあり、
このイベントを心待ちにして
いる子どもが年々増えている
ように感じられます。矢本周辺に
とどまらず、近隣の地域からも
たくさんの子どもたちが参加
して、サンタを探していました。
子どもたちが笑顔になると、
心なしかまわりの大人たちも
笑顔になって、街全体が明るく
見えました。
(東北大学 川端柾輝)
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明けましておめでとうございます。昨年も皆様には大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
2019年 元旦

皆さんは、初日の出を
どちらでご覧になります
か ？ 今回 は おす す めの
初日の出スポットとして、
七ヶ浜町・菖蒲田海水浴場
をご紹介します。
菖蒲田海水浴場は約130年
前に開かれた歴史のある
海水浴場です。ここでは
遮 る もの が 何も な く、
初日の出とどこまでも続く
海 と いう 雄 大な 光 景が
眼前に広がります。

静かに繰り返す波の音に
耳をすませながら、砂浜に
座ってのんびりと迎える
お正 月 も良 い かも し れ
ません。ゆっくりと昇って
くる初日の出に「新年の
幸せと健康」を祈願して
お 正 月に 何 かと 余 り
みてはいかがでしょうか。 がちな、お餅を使ったピザ
の作り方をご紹介します！
○場所
アレンジの幅も広いので、
菖蒲田海水浴場
ぜひお好みの具材で試して
(七ヶ浜町菖蒲田浜字長砂)
みてください！
○アクセス
JR多賀城駅から車で約15分
＊例年初日の出に間に合う
時間帯に交通機関の運行は
ありません
＊駐車場：無料
〇日の出時刻(1月1日)
6：50頃
〇お問い合わせ先
七ヶ浜町 産業課
TEL 022-357-7443

材料（4人分）
切りもち
8個
玉ねぎ
1/2玉
にんじん
1/4本
ハム・ウインナー・
適量
ベーコン等
ピザソース
適量
または ケチャップ
とろけるチーズ
適量
塩こしょう
少々
(あらびき)

①野菜は薄切り、肉類は
細切りにし、オリーブ
オイルで炒める。炒め
たら皿に取っておく。
②フライパンに切りもちを
並べ、熱湯をおもちが
ちょっと浸かる程度に
注ぎ、ふたをする。
③おもちが溶けて一つに
まとまったら、ひっくり
返す。
④ピザソース(または
ケチャップ)、①の
野菜と肉類、とろける
チーズをのせ、ふたを
する。
⑤ チー ズ が溶 け たら 、
塩こしょうをして
できあがり！

毎年何気なく準備しているお正月飾り。どうして飾るのか、その由来をご存知ですか？
門松
門松は、我が家は神様を
迎え入れる準備が整って
いますよ、とアピールする
目印になります。常盤木
(常緑樹)には神様が宿る
とされており、
松には神様を
「祀る、待つ」
という意味が
込められて
います。

門松は、12月25日から
28日ごろまでに飾るのが
一般的です。また、門松を
下げるのは「松の内」の
1月7日までとされて
いますが、1月15日までの
地域もあり、様々です。
鏡餅
昔 か ら鏡 に は神 様 が
宿ると言われています。
古代 の 鏡は 青 銅製 で 、

鏡餅のように厚く丸い形を
していました。そこで、
お正月の間の神様の依り代
として、鏡餅が置かれる
ようになりました。
鏡餅は、12月13日から
28日までに供えるものと
されていますが、中でも
末広がりの8が付いている

28日は特に
縁起が良い
そうです。
鏡餅を
下げるのは
1月11日の
鏡開きです。鏡餅は家族
全 員で 食 べる と 良い と
されています。

〇団だより2月号
1月27日(日)配布

