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「第５回生活困窮者自立支援
全国研究交流大会」で
発表してきました！
ひなたぼっこチーム長

高橋正佳

2018 年 11 月 10 日〜 11 日に熊本県で開催された
「第５回生活困窮者自立支援全国研究交流大会」の分科
会で、ひなたぼっこ運営推進委員でもある国見地区連
合町内会の吉澤秀晃会長とともに、ひなたぼっこの取
り組みを発表してきました。
この大会には、全国から国・自治体・国会議員・研究者・
支援団体等さまざまな立場の方がおよそ 1,000 人参加
しており、2 日目は若者支援・就労支援・家計支援など
のテーマ別に９つの分科会が行われました。
私たちは、『続・地域力「地域生活自立支援と地域住
民の主体性による地域共同」』をテーマとする分科会に、
パネラーとして出席。ひなたぼっこで、地域の皆さん
が住み慣れた地域で暮らし続けるために、地域住民の
方に協力いただきながら多様な活動をしていることを
お伝えしました。また、吉澤会長からは地域とひなた
ぼっこがお互いに支え合っている連携の事例などをお
話しいただきました。
私たちのほかには、農業を通じて若者や障害のある
方、高齢者の地域での役割・生きがいづくりを行って
いる北海道の団体や、広島県の山間地域で過疎・高齢
化に伴う課題に真摯に取り組んでいる住民団体などが
活動発表をしました。

いつもは緊張してしまう私も、今回はお世話になっ
ている吉澤会長と一緒でしたので、安心して発表する
ことができました！ 遠方に来ても地域の皆さまに助
けられています。
大会では学びを得る一方、さまざまな方と出会うこ
とができました。来年度は仙台で開催されるそうなの
で、早くも次回の大会が楽しみです。熊本の美味しい
ものもしっかり堪能して、くまモンのような体形になっ
て帰仙しました。（笑）

これぞ熊本ラ
ーメン

編集委員会
連絡先

分科会の様子

国見・千代田のより処「ひなたぼっこ」
〒981-0936

くまモン登場！
に、

開会あいさつ

仙台市青葉区千代田町 1-13

TEL 022-343-1340 FAX 022-301-8821
http://www.clc-japan.com/hinatabokko/

＊バックナンバーをご希望の方はお問い合わせください。
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まちのお店たんけん

松美庵本店
創業 50 年の歴史を持つそば処、松美庵を紹介します。
お店は、大崎八幡宮近く、国見 2 丁目の住宅街にあります。
今回、店主で、宮城県麺類飲食業組合理事長でもある作
間照男様から、お話を聞きました。東京生まれで、東京
の辰巳屋で10 年間修業し、昭和43 年４月に店を出しまし
た。お店の屋号は母親の実家である柴田郡川崎町小松倉
村の一文字を入れて、松美庵と名付けました。
松美庵の麺は、山形県鈴木製粉所と連携し製造してい
店主の作間照男さん
ます。毎朝当店で手打ちする白い細麺は、のどごしが良く、
香り高く、自慢の一品です。つゆにも、強いこだわりがあっ とっても常に半人前だという気持ちで仕事をしています」
て、材料は、かつおぶし、さばぶし、あごだし、出し昆 と謙虚に、絶やさぬ情熱をもって仕事に向き合われてい
布を使用し１時間程煮出して調理します。「冷たい麺でも る姿に感動しました。
温かい麺でも，一年中気温に関係なく満足して召し上がっ
メニュー
て頂いています」と作間さんは話します。
●丼類 各種７種類（ミニそば付） ●カレー南蛮（７５０円）
当店の人気で、売れ行きナンバーワン。
お店は家族３人とアルバイトの学生とで、営んでいま
１１５０円～７００円
自家製のルーに豚肉と玉ねぎがたっぷり
●つけ麺 各種３種類
す。学生が卒業する際に、後輩を紹介してくれて、代々
入って、一味で体がポカポカと温まる、
１０００円～８００円
寒いこれからの季節には、もってこいです。
引き継がれているそうです。「卒業後も遠くは広島や東京
●冷たい麺類 各種８種類
●冷やしたぬきそば（６５０円）
から、通ってくれています。うちの味がクセになるんだ
１１００円～５５０円
口こみで大人気。エビを揚げたあげ玉と
具材がたっぷり入り、紅しょうがで後味も
そうです。うれしいかぎりです」と笑顔で話してくれま
●麺、丼類の大盛り１５０円
さっぱりしていて、また食べたくなるような、
●麺類 各種２１種類
した。
味です。
９５０円～５００円
広々とした店内には、客席座敷（10 名）テーブルと椅
やります！
●麺類のお供に 各種４種類
今年も年越しそば 迄
子
（20名）
が準備されていて、落ち着いて、食事ができます。
４５０円～３５０円
１２月３１日２1時
待たずに、
おみやげそば
各種２種類
店内入口左側には、おみやげ用として、竹籠の中にそば
注文すると時間を でお店で
の
る
れ
く
て
１２００円～７００円
け
早く届
かりんとう（300 円）、そば茶（260 円）があり、ケー
おいしさで
味わうのと変わらぬ
。
スの下段には、そば粉の原料でもある、一番粉、二番粉、
す
ま
き
満足で
三番粉があり、さらに国産丸抜き、国産玄ソバが三角の
DATA
ガラスの器にそれぞれ入れて飾ってあります。松美庵は
住所：仙台市青葉区国見２丁目８−６
営業時間11:00〜19:00
最もおいしい一番粉をそばの原料に使っています。
定休日 火曜日 ／ 駐車場 ８台
「これからもこの地域で一生懸命おいしいそばをつく
電話 ０２２−２７１−５５７0
り、皆さんにおいしく食べていただけるよう頑張ります。
＊出前も承ります。2品以上から受付
これでいいと思ったら研究心がなくなりますから、年は

ひなたごはん

ンを
0日
11月1ずしとマフィ
押し りました！
作

11月10日のひなたごはんはヘルスボランティア団体OHANA主催
のちょっと遅めのハロウィンパーティということで、「ケーキ風押し
ずし」と「パンプキンマフィン」づくりを行いました。
牛乳パックにカラフルに色づけられた酢飯と好きな具材を入れる何
層にも重なり合った押しずしでした。参加した子どもたちはそれぞれ
のセンスでこだわりの一品が完成し、素敵な出来栄えの芸術作品が並
びました。
パンプキンマフィンも同じくかわいい作品が並び、試食タイムの際
には結構なボリュームでしたが驚きの食欲でたのしく食べました。
食べた後はお兄さん、お姉さんたちと元気いっぱいで遊んで笑顔で
の終了となりました。
普段と違う雰囲気で行われた今回のひなたごはんでしたが、今後も
皆さんの力を借りながら楽しい企画を計画中です。毎月第2土曜日の
”ひなたごはん” をこれからもよろしくお願いします。

次回のひなたごはん
次回は12月8日（土）に開催する予定です。
＊参加費 子ども（中学生以下）300円
大人500円
詳しくはひなたぼっこまでお問い合わせ
ください。 TEL 022-343-1340

みんな の 伝言板
なごみ

介護予防運動教室

八幡 和 カフェ（認知症カフェ）
日

毎月第３木曜日

時

会

み ろ くい ん

彌勒院 ２階

場

13:30〜15:00
和室

（仙台市青葉区八幡１丁目４−１９）

時

12月7日（金）13:45〜15:30

会

場

北山西部町内会館北嶺館
（仙台市青葉区北山3丁目1-17）

無料（コーヒー、紅茶、お菓子を用意します）
申し込み、予約は特にいりません。
どなたでも参加できます。

参加費

日

お問合せ 国見地域包括支援センター

参加費

無料

講

アシストケアクラブ柏木

師

持ち物

TEL： 022−727−8923

内

土 曜 の 音楽 カ フェ

容

飲み物・汗拭きタオル等
※動きやすい服装でお越しください。

お問合せ 葉山地域包括支援センター

TEL： 022−273−4910

認知症について学ぶカフェ（認知症カフェ）

男性限定料理教室

認知症に関する情報提供と相談などができるカフェです
日

時

会

場

12月1日（土）13:30〜15:00

日

時

東北福祉大前駅 ステーションキャンパス

会

場

（仙台市青葉区国見１丁目19番1号）
参加費

お問合せ 認知症介護研究・研修仙台センター

国見地域包括支援センター
TEL： 022−727−8923

ずぼら
クッキ ング

⓱

北山市民センター ２階
（仙台市青葉区新坂町８−４）

無料（コーヒー、紅茶、お菓子を用意します）
申し込み、予約は特にいりません。
どなたでも参加できます。
022−303−7550 ( 平日 9:00〜17:30)

12月20日（水）14:00〜15:30

参加費

無料

講

せんだんの杜

師

持ち物

エプロン・三角巾等

お問合せ 葉山地域包括支援センター

TEL： 022−273−4910

電子レンジでツナドリアを作ろう

《材料》１人分

今回はお家で簡単に作れる「ツナドリ
ア」を紹介します。お子さんの誕生日
やクリスマスなどのイベントごとに
もってこいの一品です。

●温かいご飯 茶碗１杯分くらい（２００g）●バター（マーガリン）小さじ１/２
●ケチャップ 大さじ１
●塩こしょう 各少々
●ツナ缶 １/２缶
卵 １個
●コーン（冷凍・缶どちらでも）大さじ２ とろけるチーズ １枚

❶

❷

❸

ツナ缶は油をよく切り、ボール まぜたものを耐熱容器に入れ
等の容器に●を全て入れてよ て真ん中を凹ませて卵を割り
く混ぜる。
入れる。
※写真は二人分の材料で作っています。

地域食堂
ひなたの夕ごは ん
おとなも子どもも
おじいちゃんもおばあちゃんも
みんなで夕食を食べるとたのしいね。

＊毎週月曜日〜金曜日の

17:00〜19:00（土・日・祝日を除く）

＊場所 ひなたぼっこホール
＊1食 子ども（中学生以下）300円
TEL 022-343-1340

❹

そのまわりにとろけるチーズ
を適当な大きさにちぎってお
く。
トースターで卵が好みの具
合にかたまるまで焼く。

お皿に盛りつけたら完成。
★飾りつけに温野菜をのせて
も良いですね！

小中学生にひなたぼっこホールを
無料開放しています♪
遊んでても勉強してもいいよ（放課後 18:00まで）
冬休みもやってるよ！
宿題をしても
いいよ♪

おやつやお弁
当
持ってきて食べ を
ても
いいよ♪

大人500円

ひなたぼっこ

お問合せはひなたぼっこまで

TEL 022-343-1340

