（上）祭儀棟にある展示物
（下） 七五三 の シ ーズ ン に
は、地域にある老舗飴店の
千歳飴が売られていました

400 年以上も仙台を見守り続け
地域のシンボルにもなっている神社

仙臺総鎮守

大崎八幡宮

青葉区八幡の地名の由来でもある「大崎八幡宮」。
歴史は古く、平安時代にまで遡ります。坂上田村麻呂
が武運をあげるために、宇佐八幡宮を現在の岩手県水
沢市に勧請しました。室町時代に、大崎氏が自分の領
地の現遠田郡田尻町に遷祀。大崎氏が滅亡した後は、
伊達政宗公が岩出山城内に御神体を遷し、仙台開府後
の慶長 12（1607）年、政宗公によって現在の地に創
建されました。
門が開くのは朝６時。散歩がてら、毎日のように訪
れる人もいます。
「商売繁盛」や「競技や受験の必勝」
などを祈願する人、観光で訪れる人も多いとのことで
す。今年４月からは、るーぷる仙台（※）のルートに
入り、さらに多くの方が訪れるようになりました。そ
のため、せっかく参拝に訪れた方にゆっくりしていた
だくために、敷地内にお休み処をつくる予定があるそ
うです。

９月の例大祭の前週には、“雀踊り”が披露される
『どんとロード八幡雀踊りフェスタ』が開催されてい
ます。これは、八幡地区まちづくり協議会や八幡町商
店会などが中心となって、地域を活性化させるために
行われています。ちなみに、雀踊りは八幡町に在住し
ていた石工が踊り始めたと伝えられているそうです。
祭事のほかに、大崎八幡宮では「仙台・江戸学講座」
を開催しています。大学教授や学芸員などの専門家が、
江戸時代の仙台藩の伝統文化、武士や庶民の暮らしな
ど、さまざまな視点で講義をします。
神社というと、初詣や七五三などの行事に訪れると
思っている人もいるかもしれません。それもいいので
すが、国宝に指定されている社殿を眺める、歴史を学
ぶ、気持ちを静めるなど、自分なりの目的で訪れるの
もいいでしょう。気分転換にもいいと思います。

大崎八幡宮では、年間を通してさまざまな祭事があ
ります。特に、１月 14 日の「松焚祭 （どんと祭）
」
は有名で、多くの人で賑わいます。祭事を支えている
のは氏子と呼ばれる地域の皆さん。祭事が安全にスム
ーズに行われるよう、影で尽力してくださっているそ
うです。
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（※）るーぷる仙台…仙台市内の観光地を
循環するレトロな路面電車風の路線バス。
仙臺総鎮守 大崎八幡宮
仙台市青葉区八幡４丁目６-１
ＴＥＬ ０２２-２３４-３６０６

集いの場＆支え合いの拠点

「ひなたぼっこ」だより

イラスト
by みゅき

http://www.clc-japan.com/hinatabokko/
東北福祉大学前にある「ひなたぼっこ」では、10
月 25 日に運営推進委員会を開催しました。
○10 月は、
「地域食堂（ランチ会）
」を火曜・金曜日に
開催しましたが、地域の方が来にくい曜日というこ
とで、利用が少なく、11 月から水曜日に変更するこ
とになりました。
○居酒屋の利用・要望が多く、11 月から第 1・第 3 金
曜日の月 2 回に増やすことになりました。
○視覚障がい者による「マッサージサロン」を、第 2・
第 4 水曜日に実施します。
○学童保育や介護保険事業の実施については、引き続
き検討します。
☆地域食堂・居酒屋は、送迎・食事の配達も行います
ので、電話３０１－８８２０へご相談ください。

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/
10 月 24 日（日）に、毎月 1 度の「保育の話・意見
交換会」を開催しまし
た。スタッフの知人で
ある講師を埼玉県から
招き、子育て支援の話
を伺ったり、クリスマ
スリース作りや、手
形・足形をとったり、
参加者みんなで工作を
して楽しみました。
人気の外出ツアーは、10 月 22 日（金）に親子８組
とお出かけ。まず、ヒルサイドアウトレットの足湯に
浸かって温泉気分を味わったあと、ニッカウヰスキー
へ行きました。ところどころ紅葉しており、美味しい
芋煮定食でランチしたあと、ベビーカーで工場を見学
し、試飲コーナーでワインやウヰスキー、ジュースな
どをゆっくりいただきました。
広い芝生もあり、子どもたちは思いきり走ったり、
どんぐりを拾ったり、秋を十分に満喫いしていました。

１１月５日（金）の居
酒屋のひとこま。料
理はすべて手づく
り！お酒も会話もす
すみます

☆ご利用ください♪
★お泊まりに（1 泊 3,000 円）
★レクリエーションに（麻雀１卓 1 日 2,000 円）
★会議や懇親会に（1 時間 500 円）

☆職員募集中
介護、料理が得意な方を募集しています。詳しくは
職員にお問い合わせください。

11 月は、11 日（木）に秋保温泉「ホテルニュー水
戸屋での「日帰り温泉ツアー」を、12 月 17 日（金）
にライオンズスカイタワーのラウンジで「クリスマス
会」を開催しますので、ぜひお越しください♪ クリ
スマス会では手品などもあり、参加は先着 10 組限定
です。また、会員の集いとして、12 月 21 日（火）に
和食処「波奈」でのランチ会も予定しています。
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第６回

わが町の顔

子平町町内会
会長 猪股 光雄さん

子平町は、一般世帯数１２５、
単身世帯数１００、班数１２の閑
静な住宅地です。
現町内会会長の猪股光雄さんは、
平成 16 年 4 月に就任されました。
現在、八幡国見貝ケ森地区防犯協
会会長、交通安全副支部長、国見
体育振興会副会長を兼務。また、
自宅で下宿屋を営まれ、大変忙し
い毎日を送られています。
子平町は古くから住んでいる方
が多く、高齢者の一人暮らしの世
帯でも近所づきあいがあるため、
お互いに助け合って暮らしている

そうです。
また、近頃は、東北福祉大学の
ボランティアサークル「まごの手
クラブ」が、高齢者宅の草むしり
や家の片づけなどの手伝いをして
くださり、大変助かっているそう
です。
町内にある保育所へは、老人会
が訪問するなど、子どもたちと遊
んだりしており、相互の協力体制
がとられています。また、猪股さ
んは、近くのグループホームの会
合や防災訓練に参加して、地元の
施設と密接な関係を築いていらっ

めぐみの

しゃいます。
趣味はマージャンやグランドゴ
ルフという猪股さん、今日も忙し
く地域のために活動
されていらっしゃる
ことでしょう。

龍 雲 院

ワンポイント★子育てアドバイス

食事について
１歳６か月が過ぎたら、調味料の幅
を広げていきますが、味覚の発達のた
めには薄味が基本です。
「ま・ご・わ・
や・さ・し・い」の言葉を参考に、
「ま」
は豆類、「ご」はごはん、「わ」はわか
めなどの海藻類、「や」は野菜、「さ」
は魚、
「し」はシイタケなどのキノコ類、
「い」は芋類など、バランス良くとる
ことが大切です。

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。

龍雲院は、仙台市青葉区子平町にある曹洞宗の寺院で
す。寺がある「子平町」の由来は、寺に葬られている仙
台藩士、林子平の名に由来します。
戊辰戦争で烏組を組織し活躍した細谷十太夫は、戦後、
林子平を慕い、僧となって龍雲院の住職になりました。
境内には林子平の墓のほか、細谷十太夫の墓、細谷地蔵、
子平考案の日時計、辞世の碑があります。
また、
「りんごの唄」の作曲家、万城目正の先祖が伊達
政宗の家臣で、1667 年より万城目家の菩提所となってお
り、
「りんごの唄」の発祥の地ともいわれています。
さらに、龍雲院にはさまざまな指定記念物が存在しま
すが、その中でも珍しいのが、桂化木（けいかぼく）で
す。桂化木とは、樹木が地層中に埋没し、材質中に地下
水に溶けた桂酸塩が染込み、のちに結晶化して、樹幹全
体が桂質化したものです。一度、散歩の傍らに立ち寄っ
てみてはいかがでしょうか。

龍雲院
青葉区子平町１９－５
ＴＥＬ ０２２－２３４－２６４７
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EVENT CALENDAR
12 月
日
11/28

月
11/29

火
11/30

詳細は同じ色の主催事業所へ

イベントの情報をお寄せください。掲載無料。

水
1
◆地域食堂
１２：００～１４：００
（昼食代：５００円）

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

木
2
◆ヨガ教室
１０：３０～１１：３０
８００円（託児別
途４００円）

金
3
◆居酒屋

土
4

１７：００～２０：００

◆ベビーマッサージ
１０：３０～１１：３０
初回１,０００円
２回目８００円

5

6

7

8
◆地域食堂

9

10

11

12
長者荘子供
会資源回収

13

14

15
◆地域食堂

16
◆ヨガ教室

17
◆居酒屋
◆クリスマス会

18

19

20

21
◆会 員の集 い
（忘年会）

22
◆地域食堂

23

24
◆ベビーマッサージ

25

29
◆地域食堂

30

31

1/1

１1：30～

26
保育園のこと、保
育園での子どもの
育ち意見交換会

27

28

１０：３０～１２：００
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。

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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