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館を訪れ、東大寺展を観覧
していただきました。その
後塩釜市に移動し、ジェラ
テリアフルーツラボラトリー
にて、絶品のジェラートを
お楽しみいただきました。
普段コスモスホールでは、
決められた日課に則り室内
でできる軽作業や創作活動
等を利用者に提供していま
す。外部が企画したプログ
ラムに参加

月 日 土( か)ら開催された東大寺展に合わせ、
私たち復興応援団は日帰りツアーを数多く企画し
ました。

月 日 金( 、)障
害をお持ちの方の支
援施設、コスモスホー
ルの利用者やそのご
家族、スタッフの方、
計 名を対象に「東
大寺展観覧日帰りツ
アー」を実施しまし
た。
まず東北歴史博物
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する 機会
は少 ない
ため 参加
者の 方々
にと って
今回 のツ
アー への
参加 は日
常と違う経験ができて新鮮
なものとなったようです。
今後もまた、近隣地域の
魅力に触れていただけるツ
アーを行なっていけたらと
月 日 土( 、)「タガの
思います。
柵」さん協力による「『東
東(北大学 川瀬真喜子 )大寺展＆涌谷で砂金採り大
会』日帰りツアー」を開
催しました。
最初に多賀城政庁跡を
訪れ、タガの柵・松村さ
んのガイドで実際に散策
しながら、当時の政庁の
役割やその歴史的重要性
を学びました。次に東北
歴史博物館に向かい、東
大寺展を見学しました。
東大寺が誇る数々の寺宝
を前に、ただただ圧倒さ

6月10日(日)、「『東大寺展×
極上ご当地スイーツ』日帰りツアー」
をコ－ディネートしました。
最初に、国の特別史跡である多
賀城跡を見学しました。多賀城創
建の史実を伝える「多賀城碑」や、
古代東北の政治・軍事の拠点であっ
た政庁跡からは、当時の活況が偲
ばれました。次に東大寺展にて、
東大寺の寺宝の数々を鑑賞したほ
か、大仏が焼失するたびに、人々
が力を合わせることで復興が遂げ
られてきた歴史を知ることができまし
た。
締めくくりに、
多賀城駅近くの
喫茶・コトリコー
ヒーにて、古代
米スコーンとコー
ヒーを頂きまし
た。原材料にこ
だわった素朴な味わいから、ご主人の
思いが伝わってきました。
歴史や文化、そして復興といったこ
とはともすると教科書やテレビの中の
事柄のように思われてしまいますが、
実は身近なところに自ら考え、関わっ
ていくきっかけがあるのかもしれませ
ん。今後も微力ながら復興のお手伝い
ができればと思いました。
（東北大学 塩澤伸幸）
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れるばかりでした。最後に
日本初の産金地であった涌
谷にある天平ろまん館で、
みちのくの産金の歴史を学
んだあと、砂金採りを体験
しました。砂金採りは思い
のほか難しく、当時の人々
の苦労が偲ばれました。
東北産の砂金が東大寺の
大仏に使用されていた事実
などを通して、今につなが
る東大寺と東北の強い結び
つきを感じました。今まで
知らなかった東北の一面を
学び、充実した一日となり
ました。
東(北大学 戸田悠太 )

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。
復興応援団だよりを配布するスタッフ↑

復興応援団HP：http://www.fukkou-ouendan.com/
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ショッコランは子育てを頑張る母親の応援を目的に住宅展示場『スモリの家』
に昨年5月オープンしたカフェです。ショッコランとは、アラビア語で
「ありがとう」の意味。ショッコランを通してたくさんの「ありがとう」が
増えていくようにと、名づけられました。
住宅展示場として見学・宿泊することもできますが、無料のドリンク
を飲んで、お話をしに来るだけでもOK。ほかにもカルチャー講座や
ワークショップが開催され、気軽に立ち寄ることができるスポットに
なっています。
なかでもポーセラーツ教室は大人気！この
ワークショップでは、白い器にさまざまな

住所
：多賀城市高崎1-2-1
営業時間：10:00~16:00
定休日 ：水、木
駐車場 ：15台
電話番号：022-253-7907
HP
：http://www.sumori.jp/shucran/

デザインのシールを転写してオリジナル食器を
つくることができます。参加費も500円と大変
お得です！次回は9月に開催されるので、ぜひ
参加してみてください！！

多賀 城市 立
図書館は２年前
リニューアル
され、 月
には来場者
万人
を突破しま
した！
利用したことがある方も
ない方も、ここで利用方法
をおさらいしてみましょう。
利用カード作成に必要なもの
・運転免許証などの本人と
住所が確認できるもの
・保険証など、顔写真が
ないものの場合、公共料金
の領収書などの住所が確認
できる書類が別途必要
3
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２( Ｅ)メールの送信先
fukkou.senryu@gmail.com
締切 : 月 日 土( 必)着
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利用カードは本館、山王・
《応募方法》
大代分室、移動図書館で
利用できます。
①お住まいの公営住宅の名前
※カードの有効期限は登録・ ②ペンネーム ③年齢・
更新日より 年間です。
性別・職業 任(意 )④川柳
借りる
を明記の上、ご応募ください。
１( は)がきの投函先
〒 ９８８‐０４２３
宮城県本吉郡南三陸町
歌津字枡沢 ‐６‐２０５
復興応援団・川柳係 宛

資料は 日間借りること
ができます。
図書・雑誌資料
冊まで
視聴覚資料
点まで
返却場所
◎本館
カウンター
・本館の正面玄関横に設置
されている返却ポスト
・ 下馬駅、国府多賀城駅
・ファミリーマート 店舗
（多賀城八幡店、多賀城育英
高校前店、多賀城町前店）
JR
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火を使わずに簡単にできるレシピ
です。夏バテ対策にもなるので、ぜひ
今日の晩ごはんに作ってみてください！

材料（2人分）
ご飯
300g
なす
1個
ちりめんじゃこ 大さじ3
みょうが
1個
青じそ
2枚
白ごま
大さじ1
醤油
小さじ1
塩
少々
①なすはへたを取り、薄い小口切りに
して塩をふってアクを抜き、しんなり
したら水気を絞る。ちりめんじゃこは
熱湯をかける(＊)。ちりめんじゃこ
となすを合わせ、醤油をふる。
＊…塩分を落とし、柔らかくするため

②みょうがは薄い小口切り、青じそは
せん切りにする。
③ご飯に塩少々をふり、①＋②に
白ごまを加えて混ぜる。

