各国の民族衣装や食べ物でにぎやか！
国際祭りの様子

自分の暮らす地域で国際交流を
“学都仙台”といわれる仙台市。大学や専門学校で
は、多く国からの留学生が学んでいます。その留学生
が住まう東北大学国際交流会館が三条町にあります。
ここには留学生や研究者とその家族 245 世帯が住
んでいます。同じく三条町にある仙台第一国際交流会
館も含めると 384 世帯にもなるそうです。留学生の国
籍は中国や韓国が多いのですが、アルバニア、ブルガ
リア、エジプト、オマーン、エクアドル、ペルーなど
など、現在 45 ヶ国の国籍を持つ人たちが暮らしてい
ます。これだけさまざまな国の人がいるのですが、ト
ラブルはないそうです。なにしろ、学びに来ている皆
さんですからね。
ただ、文化の違いがあるのは当然。一番身近で、一
番困るのはゴミの出し方。ご存知の通り、仙台市では
指定ゴミ袋を購入してゴミを捨てますが、ゴミ捨てに
お金がかからない国もあるので、慣れるまでは仕方が
ないかもしれません。
国際交流会館の入居は短期間ですから、地域の人た
ちと親交を深める機会はあまり多くないかもしれま
せん。しかし、道で出会ったときに挨拶を交わすなど
して、交流することはできますね。また、東北大学留
学生協会では 10 月 24 日（日）に「東北大学国際祭り」
を開催するそうです。各国のお料理が食べられる屋台

東北大学交際交流会館

（11:00～15:30）や、民族舞踊などが披露されるステ
ージ（11:00～16:00）などが予定されています。場所
は、三条町東北大学グラウンド。足を運んでみてはい
かがでしょうか。

宇佐見商店
国際交流会館に暮らす留学生やその家族もよく
利用するのが宇佐見商店。新鮮な野菜や果物、魚、
肉を、毎日中央市場に仕入れにいっているそうで
す。なるほど、日によって店先に並んでいる野菜
や果物はさまざま。しかもボール紙に書かれた値
段を見ると、その安さに驚かされます。これは「お
客様が満足される良い商品を１円でも安くお届け
したい」というご主人の心意気から。お金のない
留学生には、店長さんが融通する場合も。そんな
配慮が、近所の高齢者や親子連れ、留学生に多く
利用されるゆえんなのかもしれません。
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宇佐見商店
仙台市青葉区三条町１３-１０
TEL ０２２－２３４－０９１８
営業時間 １０：００～１９：００
定休日 日曜・祝日休み

集いの場＆支え合いの拠点
イラスト
by みゅき

「ひなたぼっこ」だより
http://www.clc-japan.com/hinatabokko/
8 月 20 日（金）に開催した「納涼会」では、たく
さんのご協力＆ご参加をいただき、ありがとうござい
ました。この日は 2 歳・3 歳・4 歳の男の子の参加も
あり、夜に開いた居酒屋は大変にぎやかでした。メニ
ューやお酒もどんどん増えていきますので、毎月第 3
金曜日の夜はぜひ、ひなたぼっこへ！

地域ぐるみの子育てを応援する場

「八幡みんなの家」だより
http://www.clc-japan.com/minnanoie/

居酒屋のメニュー
は、地域のボラン
ティアさんのアイデ
アと 技に 助けられ
ています（感謝！）

この日の一番人気
は、当日朝に男性
スタッフが釣ってき
た鯖を、“漁師の
娘”の女性スタッフ
がさばいた「鯖三
昧」！ お酒もす
すみます

8 月 31 日（火）は、ひなたぼっこの運営を地域の
皆さんと考える「第４回運営推進委員会」を開催しま
した。地元の高齢者が、最期まで住み慣れた地域で暮
らし続けるためにはどのような支援が必要なのか、ま
た、地域のニーズを受けて、ひなたぼっこの今後の方
向性を話し合いました。
○昼食会や居酒屋に送迎をつけてはどうか。また、配布
用チラシがあれば紹介しやすい。
○便利屋事業は東北福祉大や東北文化学園大でも行っ
ているので、ひなたぼっことしてどのような役割を担うの
か検討が必要。
などのご意見をいただき、改善・検討する予定です。
◆地域食堂（昼食会）が週２回に！
好評いただいている地域食堂
（昼食会）
が、
9 月から【火曜日】と【金曜日】の週 2 回に
なります。曜日変更でご迷惑をおかけします
が、よろしくお願いいたします。
◆職員＆ボランティアを募集
職員（介護福祉士またはホームヘルパー1 級
の有資格者）及びボランティアを募集してい
ます。詳しくは、ひなたぼっこまで。

8 月 20 日（金）の「ミニ夏祭り」には、東北福祉
大学の「ボランティアサークル天使村」の学生さんが
応援に駆けつけてくださり、30 組を超える親子連れ＆
小中学生の参加で大盛況でした。メインイベントの
「すいか割り」も大白熱！ 常連さんはもちろん、初
めて来た方もすんなりと馴じめ、気軽に遊びに来るき
っかけづくりにもなったようです。
8 月 22 日（日）には、
「保育園のこと、保育園での
子育ちを考える意見交換会」を開催しました。第 2 回
目の今回は、東北大学病院の小児科医に話題提供をい
ただき、家庭や保育園での病気への対応を学ぶととも
に、発熱時の家庭・保育園での対応や、病児保育・病
後児保育について話し合いました。
意見交換会
は、毎月第 4
日 曜 日 の 10
時 半 ～ 12 時
に、子育ちに
関する講師を
お招きして開
催（お茶＆お
菓子、託児付
き）していま
すので、気軽
に学習＆おしゃべりにいらっしゃいませんか？
また、開催するイベントは、イベントカレンダー（裏
面）の予定以外にも随時増えますので、八幡みんなの
家のなかの掲示板もお見逃しなく。11 月には、
「秋保
日帰り温泉」を企画中です♪
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第４回

わが町の顔

国見一丁目町内会
会長 石橋 昭夫さん

国見一丁目町内会は、現在世帯
数が 220 戸、アパートが 70 棟、
学生が約 4 割を占める人口約
1,000 人の町です。
石橋さんは、平成 14 年に総務部
長に就任し、その後総務・会計を
兼務して、平成 19 年 4 月に町内
会長になりました。
一丁目にはアパート住まいの方
が多く、祭りや運動会、防災訓練
などの参加を呼びかけても、なか
なか参加者が集まりにくい背景が
あります。しかし、石橋さんは、
町内会というのはあくまでも地域
住民の親睦団体であるので、その
活動は住民の自主性に任せ、無理
をすることはないとして、のんび

りと進めています。なかなか後継
者がいないという課題があります
が、町内会の運営は班毎に取りま
とめ、緩やかにまとまっていれば
良いというスタンスで取り組んで
います。
一丁目町内会独自の大きなイベ
ントは、国見コミュニティセンタ
ーで開催する「敬老の集い」です。
毎年 40 人ほどの参加があり、地区
内の住民による踊りや、歌、手品、
東北福祉大学の学生によるパフォ
ーマンスなどで盛り上がります。
また、年 3 回の高齢者向けのサ
ロン会などの後援もしています。
班長会議や役員会は必要に応じ
て開催し、他の町内会に比べ、回

数は少ないですが、効率良くまと
まりのある町内会といえます。
石橋さんは、長年乳製品工場に
勤め、定年後は中国や台湾でボラ
ンティアとして技術指導をしてこ
られたそうです。特に台湾では、
ご夫婦で水墨画や中国の剪紙（切
り絵）を習い、今でも趣味として
続け、また老化防止のため中国文
図書の翻訳もなさっているとのこ
と。写真は作品の一つ、切り絵の
「鐘馗」です。

めぐみの

ワンポイント★子育てアドバイス

成瀬美術記念館

夜泣きについて
子どもの夜泣きには、授乳不足、
運動不足、夢などさまざまな原因が
考えられますが、2 歳ごろまでには
落ち着いてくるものです。
子どもが夜泣きした場合には、焦
らず抱っこして、子どもの心臓の音
に合わせて優しくトントンしてあ
げると、安心して眠れるようになる
でしょう。

めぐみ 「八幡みんなの家」スタッフ。
八幡みんなの家は、地域の人たちとの
つながりを大切にしながら、ママ同士
の憩いの場を提供し、豊かな子育て環
境づくりができるよう応援しています。

「成瀬美術記念館」は、東北福祉大学正門の左の脇道を
歩いて５分ほどの住宅街にあります。玄関脇の受付から
は、高い天井に下がるシャンデリア、明るい陽射しが降
り注ぐホール、そして成瀬忠行さん（86 歳）の大作を眺
めることができます。
ここは、成瀬さんの作品のほか、宮城県を中心とした
郷土物や、故作家遺作品と古陶器（中国・朝鮮・タイ・
カンボジア）などの資料展示、海外の美術蒐集作品を収
蔵した私設美術館です。屋外には、成瀬さんのアトリエ
が併設され、その蒐集の種類と数に驚きます。
成瀬さんは月 3 回（日曜日）
、水彩画教室を開催してお
り、大郷町など遠方からも生徒さんが集ってくるそうで
す。明るい日差しと静けさに、心が洗われる思いでした。
成瀬美術記念館
青葉区国見１丁目６－２５
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０２２－２３４－２８６９
【開館】日曜日１０：００～１６：００
【入場料】無料 【設置者】成瀬忠行
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EVENT CALENDAR
10 月
日

月

詳細は同じ色の主催事業所へ
8/29
8/30

「ひなたぼっこ」
TEL：０２２-３０１-８８２０
「八幡みんなの家」
TEL：０２２-７３８-８７７３

3
国見地区民
運動会

4

10

11

火
9/28
◆地域食堂

イベントの情報をお寄せください。掲載無料。

水

木

9/29

9/30
◆ワイワイクッキ
ング「ナン作り」

１２：００～１４：００
（昼食代：５００円）

5
◆地域食堂

金
1
◆地域食堂

2

8
◆地域食堂

9
伊勢神
明社お
祭り

15
◆地域食堂
◆居酒屋

16

１０：３０～１２：００
１,０００円

6

7
◆ヨガ教室
１０：３０～１１：３０
８００円（託児別
途４００円）

１０：３０～１１：３０
画材・飲物付１,２００円
（託児別途４００円）

17
長者荘子供
会資源回収

18

24 / 31
保育園のこと、保
育園での子どもの
育ち意見交換会

25
運営推進会
議

12
◆地域食堂
◆パステルア
ート教室

13
14
◆ポーセラー
１０：３０～１２：００
ツ教室
1,０００円

19
◆地域食堂

20

（託児別途４００円）

１７：００～２０：００

21
◆ヨガ教室

22
◆地域食堂
◆ニッカウヰスキ
ー工場見学＆ア
ウトレットで足湯

23

29
◆地域食堂
◆ベビーマッサージ

30

１０：００～１６：００
会員３，０００円
一般３，５００円

14：００～16：００

26
◆地域食堂
◆パステルア
ート教室

土

27

28
◆ワイワイクッキ
ング (マ マたちの リク
エストクッキング)

１０：３０～１１：３０
初回１,０００円
２回目８００円
内容が変更される場合もありますので事前にご確認ください。上記のほかにもイベントを企画しています。お気軽にお問い合わせください。
１０：３０～１２：００

印刷：萩の郷福祉工場
「みんなのわ」は、仙台市委託「企画提案型コミュニティビジネス運営事業（ふるさと雇用再生特別基金事業）」の費用で作成しています。
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