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次の春、桜を見るまでちから合わせて、寄り添いあって、一緒に進みましょう。 

浜の 
ミサンガ 
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歌津の皆さま、こんにちは。アジア協会アジア友の会です（^^） 

朝、目ざめた時の布団が心地良すぎて起きれなくはないですか？そんな季節になっ

てしまいましたね。あっというまにお正月がきてしまいそうな気がしていますが、

その前に桜通信がやってきましたヽ(*´∀｀)ノ 25 号のスタートです☆  □太  

この人たちは「海神祭」への出演予定

の方々です。よ～く見てみると顔のわ

かる人もいるのでは？ 

出演ミュージシャンの多くはなんと

無償での出演! 

伊藤さんの想いや熱意に賛同してく

れた人たちが歌津に集まります! 

「海神
かいじん

祭
さい

」とは！歌津出身の 

ワゲスタ～ヅが企画した音楽祭！

震災以降多くのミュージシャンた

ちの支援をもとに新たな縁ができ

た町の人たちとの交流の場を作ろ

うという想いを形にするものです。 

 

海神祭実行委員長 
伊藤美佳さん 

 

 

アツイ 

編集後記 

今夏、登米事務所内にて 

『暑い』という１フレーズにつき 50 円を徴収! 

9 月末迄貯めてきました。3 ヶ月間の結果は…なんと 11,539 円！ 

(半端な金額が意味丌明ですが…) 

大阪から来たボランティアやお客様も含めたご好意の支援金です

ので【暑い貯金】は【アツイ義援金】と名称を変え、 

『すばらしい歌津をつくる協議会』様に、寄付させていただきま

した。金額は少ないですが、歌津の方々の為に活用していただけ

ればと思います                   □菅  

 
直接お渡しできました 

すでにテレビ CM でご覧になった人も多いかと思いますが、 

歌津有志のお母さん達が『浜のミサンガ』作りをしています。 

5 月になった頃から『何かやらなくちゃ！』と思っ

た時に、何をしたらいいのかが分からなかった。 

職探しをしても、勤務地が遠かったり、条件が合わ

なかったりと、なかなか上手くいかなかったと、当

時を振り返る代表の阿部きくみさん。 

このプロジェクトは、最初岩手県の大船渡市や釜石

市の生産グループが始めました。縁があり、歌津で

もやらないかと声をかけてもらい、やり始めたのが

きっかけ。 

今は十数名で行っているそうです。 

 たった 1 度の講習会をして、1 本作るのにアレコレ

と 40 分程の時間がかかっていたのが、今では 1 セ

ット 30 分で仕上げられるようなりました。 

（すご～い！！） 

材料の調達や完成品の買い取りは、全て仙台放送が

一括で行っているため、作っている人から直接購入

できません。 

購入･問い合わせについては、仙台放送の HP や『三

陸に仕事を!プロジェクト』の HP を見てください。

パソコンで『浜のミサンガ』と検索するとヒットし

ます。ぜひ覘いてみてください。 

※今回は時間の都合できくみさんにしかお話を伺

えませんでした m(_ _)m           □斉  

阿部きくみさん 

この色はとても人気で販売後すぐに
売切れ! 

浜のミサンガ 

太・細ミサンガの 2 本セット  １，１００円 

駐車場は狭いので乗り合わせてきてください☆ 

駐車場内での事故や盗難については責任を負えません☆ 

仮設住民専用駐車場には駐車しないようご注意ください☆ 

飲酒運転は禁止です☆ 

BiG BEN 

TM NETWORK 

木根尚登 

THE SOMETIME DIVE 

STINK GASPERS 

JUNIOR 

ViRGO 

a.k.a.HAMMER 

George-K 

heana 

SAC 

まきのめぐみ 

山本リンダ 

夏目ひみか 

七織歌 

妛～akebi～ 

『海神祭』 
日にち 11 月 20 日(日) 

時 間 9:30～16:00 

場 所 平成の森 野球場 

(雨天時 平成の森 キャンプ場) 

連絡先 海神祭実行委員 Tel 080-1665-1729 

 

無料☆プリクラトラックも来るよ♪ 

情報提供 皿貝のユッキーさん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪 

全国の方からの応援メッセージ 

 国立 
看護大 

 

『味の素 kk レシピ大百科より引用』 

前回号でもお伝えしていた、国立看護大学からのメッセージですが、 

経緯を説明していませんでしたね(笑) 

実は国立看護大学の学生が、歌津での炊き出しに参加していて、学生や教授から

応援メッセージを学園祭で募ったものをいただきました。 

一度では載せきれなかったので、今回も抜粋して掲載したいと思います。  □菅  
 

震災から半年経ちましたが、 
まだまだ街の復興も癒えない傷もあ
ると思います。沢山頑張っていらっ
しゃると思いますし、辛いこともた
くさんあると思いますが、自分の体
にだけは気を付けて、無理だけはし

ないで下さいね 

僕も東北出身で、
僕の地元にも 

仮設住宅があり
ます。東北の冬は
厳しいですが、 
一緒に頑張って
いきましょう！ 

私は福島県出身ですが、
東北の皆さんが毎日幸
せな日々を送れること

を祈っています。 
寒い冬に負けずにお体
にお気を付け下さい 

材料 分量 (4 人分) 

豚バラ薄切り肉 250g 

水菜 1 束(200g) 

長いも 200g 

「ほんだし」 小さじ 2 

Ａ水 カップ 5 

Ａ酒 大さじ 2 

Ａ「瀬戸のほんじお」 少々 

粗びき黒こしょう 適量 

レモン 1/2 個 

 

（１）豚肉は８ｃｍ長さ、水菜は４ｃｍ長さに切る。長いもはすりおろす。      
レモンはくし形に切る。 

（２）鍋に「ほんだし」、Ａを入れて煮立て、（１）の長いもを加える。とろみ
がついたら、（１）の豚肉・水菜を加えて煮る。粗びき黒こしょうをふって
取り分け、（１）のレモンをしぼっていただく。 

材料 分量 (4 人分) 

大根 400g 

長ねぎ･青い部分 10cm 1/4 本 

「ほんだし こんぶだし」8g スティック 1/2 本 

「瀬戸のほんじお」 小さじ 1/2 

赤唐がらし 1 本 

すり白ごま 大さじ 1 

 

作り方 

作り方 

（１）大根は５ｃｍ長さに切り、繊維にそって１ｃｍ角の棒状に切る。     
長ねぎは５ｃｍ長さ、５ｍｍ幅に切る。赤唐がらしは細切りにする。 

（２）ビニール袋に（１）の大根・長ねぎ・赤唐がらしを入れ、「こんぶだし」、
塩を加え、ビニール袋の空気を抜き、３０分おく（時間外）。 

（３）汁気をきった大根・長ねぎをすりごまでサッとあえる 

高槻アート博覧会出展! 

知っている方々が多いことを願っています

が(笑)私たちアジア協会の本部は大阪に 

あります。 

その縁で、大阪府高槻市が主催する 

『第 11 回 高槻アート博覧会』に、今年度

吉野沢団地の皆さんで夏に共同制作した作

品を出展しており 

その様子が高槻市より届きました☆ 

9 月 18 日に共同制作は行われましたが、この日

は 9 月とは思えないような暑さの中、吉野沢に

いるたくさんの方々に参加してもらい描きあげ

ることができました。 

テーマは『南三陸町の宝』 

テーマに沿った絵を描こうと悩む人や、好きな魚

の絵をサラサラと描く人など、人や自然が盛りだ

くさんの絵を描いてもらい、作品は見事完成!! 

   今、大阪に展示中です!! 

第 11 回 高槻アート展 
期間 平成23年11月1日(日)～11月30日(木) 
場所 高槻市周辺市街地 
問い合わせ先 
高槻アート博覧会実行委員会事務局 
Tel 072-674-7411 

商店街に展示されている作品 
横 3.5m×縦 2.7m の巨大絵画!! 

作業中の様子 
あつかった～ 

「大根のピリ辛ごま漬け」 

「豚肉と水菜のとろろ鍋」 

 

お鍋の美味しい季節に 
旬の長いもと大根のレシピ 

スポンサー賞受賞!! 
(ターレンスジャパン賞) 

あったか
レシピ 

http://www.hondashi.jp/products/lineup/hondashi.html
http://www.ajinomoto.co.jp/products/detail/index.asp?product=seto
http://www.hondashi.jp/products/lineup/konbu.html
http://www.ajinomoto.co.jp/products/detail/index.asp?product=seto

