
東北歴史博物館　館長講座

講　師　東北歴史博物館館長

東北歴史博物館　3 階講堂   

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

未来科学講座(IV)　 「放射線をつくって測り､知り使う　
～ニュートリノから“がん”の診断・治療まで～」　全10講
講　師　織原　彦之亟（共通教育センター理数教育部教授）

東北工業大学一番町ロビー 4F　ホール 20 名

東北工業大学 Tel 022-723-0538

http://www.tohtech.ac.jp/

尚絅学院大学「名取市民大学講座」－ viser la fin －

なとり元気講座－素晴らしき映画と人生！－　全 5 回
講　師　広瀬　愛（尚絅学院大学表現文化学科准教授）

サテライト増田

尚絅学院大学エクステンションセンター Tel 022-381-3315

http://www.shokei.ac.jp/college/

尚絅学院大学「名取市民大学講座」－ viser la fin －

めざせ国際人！－管理栄養士のイタリア語学留学滞在記－　全 5 回
講　師　佐藤　範佳（尚絅学院大学健康栄養学科卒業生・オープンカレッジ講座）

サテライト増田

尚絅学院大学エクステンションセンター Tel 022-381-3315

http://www.shokei.ac.jp/college/

史料講読講座

 

東北歴史博物館 40 名

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

尚絅学院大学「名取市民大学講座」－ viser la fin －

「大人学」メンタルヘルス領域関連講座　全 8 回
 講　師　遠藤　太（星ヶ丘病院精神看護専門教育看護師長）

サテライト増田

尚絅学院大学エクステンションセンター Tel 022-381-3315

http://www.shokei.ac.jp/college/

東北歴史博物館　館長講座

講　師　東北歴史博物館館長

東北歴史博物館　3 階講堂   

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

第 48 回東北大学サイエンスカフェ　
「北に伸びる新幹線、東北はどうなる？どうする？」
講　師　奥村　誠（東北大学東北アジア研究センター教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア   

東北大学 Tel 022-217-4977

http://cafe.tohoku.ac.jp/

民俗芸能講座　第1回
「お客さんを楽しませる～南部神楽」

解　説　東北歴史博物館職員

東北歴史博物館　1 階研修室 100 名

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

開館 10 周年記念特別展
「井上ひさし展」吉里吉里国再発見

 

仙台文学館

仙台文学館 Tel 022-271-3020

http://www.lit.city.sendai.jp/

トワイライトサロン「MA☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース他

仙台市天文台 Tel 022-391-1300

http://www.sendai-astro.jp/

オープンカレッジ「個性と分業
－リカードウの比較生産費説を手がかりに」
講　師　金井　辰郎（東北工業大学ライフデザイン学部教授）

東北工業大学一番町ロビー 4F　ホール 60 名

東北工業大学 Tel 022-723-0538

http://www.tohtech.ac.jp/

トワイライトサロン「MA☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース他 

仙台市天文台 Tel 022-391-1300

http://www.sendai-astro.jp/

企画展「富沢あたりの今・昔
－地底の森周辺の移りかわり－」
 

地底の森ミュージアム企画展示室

地底の森ミュージアム Tel 022-246-9153

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

東北歴史博物館　館長講座

講　師　東北歴史博物館館長

東北歴史博物館　3 階講堂   

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

トワイライトサロン「MA☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース他 

仙台市天文台 Tel 022-391-1300

http://www.sendai-astro.jp/

第46回東北大学サイエンスカフェ　「極微の
シンメトリー　～素粒子の世界:ノーベル賞と残された謎～」
講　師　日笠　健一（東北大学大学院理学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア   

東北大学 Tel 022-217-4977

http://cafe.tohoku.ac.jp/

春の特別展「みやぎの昔々
－地中からのメッセージ－」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

東北歴史博物館　特別展示室   

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

4月17日（金）～6月14日（日）
9:00▶16:45

  

4月18日（土）
13:30▶15:00

  

4月18日（土）
17:00▶17:45

  

4月24日（金）
18:00▶19:45

  

4月 4日（土）
17:00▶17:45

  

4月25日（土）～6月7日（日）
9:30▶17:00

  

4月10日（金）
18:30▶20:00

  

4月11日（土）
17:00▶17:45

  

3月28日（土）～7月5日（日）
9:00▶17:00

  

学術の世界と市民をつなぐ情報誌
仙
台
発

Web版も充実

この印刷物は適切に育まれた森から生まれたFSC認証紙と
環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。

2009.4

「学び」イベントに行ってきました

〈行って見よう！「学び」の場所へ〉

名著への旅

これからの主な「学び」イベント39件掲載！

学術の世界と市民をつなぐ情報誌「まなびのめ」第4号　／　発行日　2009年4月1日
企画・編集　笹氣出版印刷株式会社「まなびのめ」編集部　／　発行　笹氣出版印刷株式会社

〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町8番45号　 Tel  022-288-5555　 Fax  022-288-5551
E-mail:  manabinome@sasappa.co.jp　　Web版:  http://www.sasappa.co.jp/manabinome/

応募先 / 
問い合わせ先

〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町8番45号
笹氣出版印刷株式会社内「まなびのめ」編集部

TEL 022-288-5555
FAX 022-288-5551

manabinome@sasappa.co.jp
（FAXは24時間受付　電話受付時間10：00～16：00 土・日・祝日除く）

里見ま り 子 先生
宮城教育大学教育学部教授　即興舞踊家

おじゃまします
学びの庭に

“からだ”が秘めている豊かな可能性

田澤　雄作 先生
独立行政法人国立病院機構
仙台医療センター総合成育医療センター　部長

メディア浸けになっている子どもたちを
救いたい

「まなびのめ」編集部　　只野俊裕　笹氣義幸　川又進　佐藤曜　伊藤智佳　遠藤洋子　小玉仁志　菅野保広
　　　　　　　　　　　　オブザーバー：寺田征也(東北大学大学院)

￥0FREE ご自由にお持ち帰り下さい。

はがき、FAX、Ｅ-mailのいずれかで、

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ
　使用いたします。

【応募締切】2009年5月25日　当日消印有効

懸賞懸賞

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。ご注意ください。

クイズ応募方法クイズ応募方法

正解者の中から抽選で3名様に図書カード1000円分をプレゼント

①住所②氏名③年齢④職業⑤電話番号⑥クイズの答え2つ
⑦内容についての感想を添えて編集部（下記参照）までご応募ください。
なお、お寄せ頂いたご感想は匿名にてWeb版に掲載させて頂くことがございます。

4
季　刊　誌

教える学ぶ考える

第　　　号

協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

図書カード
懸賞付

クイズあります

2009年7月1日発行予定

クイズの正解は締切後、Web版に掲載します。

おじゃまします
学びの庭に 　「宇

そ

宙
ら

を仰いで」次 号
テーマ   ：

「気」になる「氣」・・・当社は言葉を組版する職業として、漢字の本来の成り立ちである「本字」を大切にしたいという
思いがあり、社名に使われる本字の「氣」を使用することでその思いを表しています。

【一般施設】

たいはっくる（図書館、文化センター）
アエル（ネット！U）
イズミティ21
エルソーラ仙台
エルパーク仙台
宮城学院女子大学
宮城教育大学
宮城県教育会館
宮城県図書館
宮城県青年会館（エスポールみやぎ）
宮城県美術館
宮城県立こども病院
宮城高専
宮城大学大和キャンパス
宮城大学太白キャンパス
三島学園
七北公園都市緑化ホール
尚絅学院大学
常盤木学園
せんだいメディアテーク
仙台サンプラザ
仙台国際センター
仙台市シルバーセンター
仙台市科学館
仙台市宮城野図書館
仙台市若林図書館
仙台市泉図書館

仙台市青年文化センター
仙台市戦災復興記念館
仙台市博物館
仙台市福祉プラザ
仙台市民会館
仙台市立通町児童館
仙台市立病院
仙台市歴史民俗資料館
仙台市榴ヶ岡図書館
仙台市野草園
仙台社会保険病院
仙台赤十字病院
仙台大学
仙台白百合女子大学
地底の森ミュージアム
仙台文学館
東京エレクトロンホール宮城
東北学院大学土樋キャンパス
東北学院大学泉キャンパス
東北学院大学多賀城キャンパス
東北厚生年金病院
東北工業大学香澄町キャンパス
東北工業大学一番町ロビー
東北工業大学長町キャンパス
東北生活文化大学
仙台医健専門学校

東北大学文学部
東北大学教育学部
東北大学法学部
東北大学経済学部
東北大学理学部
東北大学医学部
東北大学歯学部
東北大学薬学部
東北大学工学部
東北大学農学部
東北大学金属材料研究所
東北大学加齢医学研究所
東北大学流体科学研究所
東北大学電気通信研究所
東北大学多元物質科学研究所
東北大学自然史標本館
東北大学工学部発明工房
東北大学附属図書館本館及び各分館
東北大学史料館
東北福祉大学
東北福祉大学ステーションセンター
東北文化学園大学
東北薬科大学
東北歴史博物館
石巻専修大学
石巻赤十字病院

café cyclo
NHK文化センター
（株）グラン・スポール
（財）蔵王酪農センター
（有）はあとリソート
ホテルパールシティ仙台

塩釜ガス
河北TBCカルチャーセンター
火星の庭
丸善（仙台アエル店）
宮城県薬剤師会
金港堂

＜宮城野区＞
高砂市民センター
鶴ヶ谷市民センター
榴ヶ岡市民センター
東部市民センター
幸町市民センター
福室市民センター
田子市民センター
岩切市民センター
新田コミュニティーセンター
＜若林区＞
七郷市民センター
荒町市民センター
若林市民センター
六郷市民センター
沖野市民センター

＜太白区＞
太白区中央市民センター
生出市民センター
八木山市民センター
茂庭台市民センター
長町南コミュニティセンター
中田市民センター
山田市民センター
柳生市民センター
富沢市民センター
八本松市民センター
秋保市民センター

＜泉区＞
泉区中央市民センター
松森市民センター
松陵市民センター
南光台市民センター
黒松市民センター
将監市民センター
加茂市民センター
高森市民センター
寺岡市民センター
長命ヶ丘市民センター
桂市民センター
南中山市民センター

原阿佐緒記念館
勾当台グリーンハウス
仙台ロイヤルパークホテル
珈巣多夢

塩竈市民図書館
塩竈市公民館
亘理町役場
七ヶ浜町役場
七ヶ浜国際村
七ヶ浜公民館

富谷町中央公民館
富谷町東向陽台公民館
富谷町富が丘公民館
あけの平公民館
まほろばホール
多賀城市文化センター

多賀城市立図書館
多賀城市中央公民館
多賀城市山王地区公民館
多賀城市大代地区公民館
ふれあいエスプ塩竈
塩竈市生涯学習課

＜青葉区＞
青葉区中央市民センター
木町通市民センター
柏木市民センター
北山市民センター
福沢市民センター
旭ヶ丘市民センター
三本松市民センター
片平市民センター
水の森市民センター
貝ヶ森市民センター
中山市民センター
折立市民センター
大沢市民センター
落合市民センター
吉成市民センター
根白石市民センター
宮城西市民センター

設置場所一覧
「まなびのめ」はここに置いてあります。

【研究・教育・医療機関等】

【市民センター関連】

【その他の地域施設】

場　所

主催者

URL

問合先

開催
中

6月 9日（火）～
14:00～

  

6月11日（木）～
13:00▶14:30

  

6月13日（土）
13:30▶15:00

  

6月13日（土）
13:00▶15:00

  

6月20日（土）
13:30▶15:00

  

6月26日（金）
18:00▶19:45

  

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

問合先

場　所

主催者

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

問合先

場　所

主催者

URL

場　所

主催者

URL

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

場　所

主催者

URL

問合先

6
JUN

定　員

定　員

定　員

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

「学び」イベント
これからの主な

このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

申込不要要申込無料有料

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保障するものではあり
ません。日時、内容に変更がある可能性がありますので、詳しくは各問
合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細はWeb版に掲載して
おります。ぜひご覧ください。

6月 6日（土）～
13:30▶15:00

  

問合先

定　員

6月27日（土）
13:30▶15:00

  

6月 6日（土）
13:30▶15:00

  

問合先

場　所

主催者

URL

尚絅学院大学オープンカレッジ2009前期　
コミュニケーション・英語・ハングル・イタリア語・
アート・ことば・文章・健康スポーツなど
19講座開講

問合せ・申込先　尚絅学院大学エクステンションセンター
TEL 022-381-3315　FAX 022-381-3325
E-mail:extension@shokei.ac.jp
受付開始：4月27日（月）～先着順

4
APR

最新のイベント情報が
随時更新中

モバイル版はこちらから→

URL

URL

URL





懸賞



　

東北電力グリーンプラザ実験教室
「最新技術！リニアカーと遊ぼう」

講　師　松浦　真（東北大学金属材料研究所　特別教育研究教員）

東北電力グリーンプラザ　　　　            25名（抽選）＜小学校4年生～6年生＞

東北電力グリーンプラザ Tel 022-225-2969

http://www.tohoku-epco.co.jp/pr/d_green.htm

特別展「朝鮮王朝の絵画と日本」
関連講演「若沖が見た中国・朝鮮絵画」
講　師　板倉　聖哲（東京大学東洋文化研究所准教授）

仙台市博物館　ホール　　　　　            200名

仙台市博物館 Tel 022-225-3074

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

トワイライトサロン「MA☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース他

仙台市天文台 Tel 022-391-1300

http://www.sendai-astro.jp/

体験教室「さわってみよう富沢遺跡」

 

地底の森ミュージアム 10名（抽選）＜中学生以上＞

地底の森ミュージアム Tel 022-246-9153

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

東北歴史博物館　館長講座

講　師　東北歴史博物館館長

東北歴史博物館　3 階講堂   

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

オープンカレッジ
「宇宙から観る地球環境」

講　師　河野　公一（東北工業大学工学部講師）

東北工業大学一番町ロビー 4F　ホール 60 名

東北工業大学 Tel 022-723-0538

http://www.tohtech.ac.jp/

朝鮮絵画展記念講演会
「朝鮮王朝の絵画と雪村」

講　師　橋本　慎司氏（栃木県立美術館特別研究員）

仙台市博物館　ホール  200 名 

「朝鮮王朝の絵画と日本」仙台展実行員会 Tel 022-225-3074

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

「宮城の考古学この10年」

講　師　辻　秀人（東北学院大学教授）

東北歴史博物館　3 階講堂 

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

宮城学院女子大学生涯学習講座
「大人のための朗読教室」　全 12 回

講　師　樋渡　宏嗣（SENDAI 座☆プロジェクト）

宮城学院女子大学 20 名

宮城学院女子大学 Tel 022-279-4341

http://www.mgu.ac.jp/lscenter/

東北歴史博物館　館長講座

講　師　東北歴史博物館館長

東北歴史博物館　3 階講堂  

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

宮城学院女子大学生涯学習講座「仙台藩士 
玉蟲十蔵の生涯～近世の役人は命がけ」　全 6 回
講　師　J．F．モリス（宮城学院女子大学国際文化学科教授）

宮城学院女子大学 60 名

宮城学院女子大学 Tel 022-279-4341

http://www.mgu.ac.jp/lscenter/

第 47 回東北大学サイエンスカフェ　「旧石器時代へ
タイムスリップ！ ～石器から分かるヒトの生活～」
講　師　阿子島　香（東北大学大学院文学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１階オープンスクエア   

東北大学 Tel 022-217-4977

http://cafe.tohoku.ac.jp/

オープンカレッジ「中心市街地活性化の
あり方：購買行動に基づく方策」
講　師　青木　俊明（東北工業大学工学部准教授）

東北工業大学一番町ロビー 4F　ホール               60 名   

東北工業大学 Tel 022-723-0538

http://www.tohtech.ac.jp/

第 50 回日本神経学会総会　
市民公開講座「身近な脳と神経の病気を良く知ろう」
講　師　冨永　悌二（東北大学神経外科学分野）

仙台国際センター　大ホール 1,000 名

東北大学神経内科 Tel 022-263-6719

http://www2.convention.jp/neuro50/

まちなか美術講座　「いつもの
日々によろしく…」（現代の版画と写真）
講　師　和田　浩一（宮城県美術館学芸員）

東北工業大学一番町ロビー 4F　ホール 60 名

宮城県美術館＋東北工業大学共催 Tel 022-723-0538

http://www.tohtech.ac.jp/

史料講読講座

 

東北歴史博物館 40 名

東北歴史博物館 Tel 022-368-0106

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

開館 10 周年記念特別展　井上ひさし展　
シンポジウム「地域で暮らす・吉里吉里国の精神」
パネリスト　柳井　雅也（東北学院大学地域構想学科教授）　他

仙台文学館 200 名

仙台文学館 Tel 022-271-3020  

http://www.lit.city.sendai.jp/

尚絅学院大学「名取市民大学講座」－ viser la fin －

めざせ国際人！－映画で知る今日の韓国－　全 7 回
講　師　姜永培（尚絅学院大学現代社会学科准教授）

サテライト増田

尚絅学院大学エクステンションセンター Tel 022-381-3315

http://www.shokei.ac.jp/college/

宮城学院女子大学生涯学習講座
「あすを読む～日本経済のアウトルック」　全 6 回
講　師　田中　史郎（宮城学院女子大学人間文化学科教授）

宮城学院女子大学 60 名

宮城学院女子大学 Tel 022-279-4341

http://www.mgu.ac.jp/lscenter/

尚絅学院大学「名取市民大学講座」－ viser la fin －

めざせ国際人！悠久の国「中国の今を知る」　全 4 回
講　師　黄梅英 他

サテライト増田

尚絅学院大学エクステンションセンター Tel 022-381-3315

http://www.shokei.ac.jp/college/

　私は小学生の頃、テレビで見た映画「恐竜時代」の影響で恐竜ファン
になった時がありました。大人になった今でも恐竜と聞けば好奇心が湧
きます。
　特別展では、化石の宝庫として知られるモンゴルのゴビ砂漠での発掘
からラボ（研究室）での修復、そして骨格の組み立てまでの行程が詳し
く説明されています。会場には多くの親子連れの方が来ていました。恐
竜は子供さんには人氣がありますね。 特に全長12メートルもある大型
肉食恐竜ティラノサウルスの全身骨格の化石（レプリカ）には、かなり
驚いていました。ほとんどバラバラの状態で発見された化石を骨格とし
て組み立てるまでは、パズルの謎解きのような面白さも感じますが、実
際の作業は根氣のいる仕事のようです。このような化石を復元する専門
技師の人をプレパレーターと呼ぶそうです。化石から分かることは、変
形した骨の一部は病氣や怪我によるものと考えられます。 また、化石が
埋まっていた地層から皮膚の跡が発見され、皮膚がどんな感じだったか
を知ることができるそうです。
　恐竜が生きた時代は、中生代の約2億5,100万年前から約6,550万年前
までです。 人類よりも遥か昔に栄えた恐竜が絶滅したのは何故なのか？
　隕石衝突による急激な温度変化が有力な説ですが、まだはっきりと解
明はされていません。恐竜の歴史は、誕生．進化．絶滅の歴史と言えます。
　今、地球の環境問題が深刻化しています。恐竜の化石は、われわれ人
類へのメッセージとして警告しているのではないでしょうか。

（仙台市泉区・男性　H.M.）

＜財団設立85周年 博物館開館75周年 記念特別展＞　

　■ ようこそ恐竜ラボへ！～化石の謎をときあかす～

　　　　　　　　　　開催期間：2009年1月10日（土）～ 3月8日（日）

　「メディアワクチン」という言葉に興味を持って聴きに行きました。
　行き過ぎた勉強、スポーツなどに加えて、テレビ、ゲーム、ケータイ
の浸り過ぎで、子どもたちの脳（こころ）が「慢性疲労」に陥っていること。
むかつく、キレる、不登校、反社会的事件の原因はここにある、という
のです。このような子どもたちには笑顔や言葉がありません。先生によ
る治療前と治療後の写真は、全く別人ではないかと思われる程です。こ
れは只事ではないと思いました。第一の処方箋はテレビ、ビデオ、ゲーム、
ケータイを我慢すること、離れること、とのお話でした。
　毎日のニュースで現代の様々な事件を見聞きするにつけ、大人も子ど
もも、家庭や学校や地域社会が一緒になって、何を措いても最優先に解
決すべき問題だと強く感じました。
　ボランティアの方たちによって、講義の冒頭に身振り付きのわらべう
た、その終わりに絵本の朗読が行なわれ、このようなバーチャルではな
い実体験の大切さが訴えられました。

（宮城郡利府町・男性　H.S.）

2009年1月25日（日）　斎藤報恩会　自然史博物館　

名著への旅

「まちづくりの発想」
田村　明 著
岩波新書

（1987年12月21日　第1刷発行）

第 2回

「学び」イベントに行ってきました
参加体験記

第 5回

「鎮守の森」
宮脇　昭 著
新潮文庫

（2007年5月1日　初版発行）

名著への旅

　著者が指導・監修したプロジェクトには、某流通大手Aグルー
プによる、地域住民とともに自社店舗施設に木を植える運動と、
1998年から2000年にかけての中国万里の長城への植樹活動
などがある。
　「鎮守の森」とは「ふるさとの木によるふるさとの森」のこ
とで、著者の師が提唱した「潜在自然植生」という考え方から
来ている。木を植える場合、その土地本来の木々を探り出し、
成育には少し厳しい条件下で「混植・密植」させる。こうする
ことで植物は「競争・我慢・共生」して行く、というのが宮脇
理論の骨格である。このようにして出来た森は災害にも強い。
火災の延焼や家屋の倒壊を喰い止めたことが、阪神淡路大震災
で著者が検証している。
　第二部は「日本人と千年の森」というテーマで、曹洞宗大本
山總持寺の貫首である板橋興宗禅師との対談であるが、言わば
この本全体が人間の生き方、哲学の書ともなっている。「競争（こ
の場合「切磋琢磨」の意と解したい）・我慢・共生」を鎮守の
森から学ばねばなるまい。　　　　　　　　　　　　　　（曜）

　犯罪や災害、福祉や食の安全・安心の危機が叫ばれています。今回は
災害、特に防災に焦点を当てたセミナーでした。
　今回のセミナーの参加者は、防災士の方、研究者、行政職員などかと
思いますが、会場の95%は男性でした。女性は私を入れて5人程度。もっ
たいないなと感じました。
　というのも、セミナーの内容を紹介しますと、災害時には日ごろから
その地域に住んでいる女性が、リーダーシップを発揮する場面があると
のこと。婦人会やコミセンなどに関わっている女性の力を無視できませ
ん。地域コミュニティ内での防災活動は、無関心層に強制するわけにも
いかず、さらに、地域内の日常的なつながりも薄れている中で、簡単に
はいかない面もあると思います。けれども、地域に潜在しているさまざ
まな可能性をうまく見つければ、よりよい活動をしていけるはずだ、そ
んな希望を持ちました。
　セミナーでも、地元住民が趣向をこらして防災活動をしている事例が
紹介されています。災害は平等に人を襲うのではなく、災害時に避難で
きない人（非常に高齢である等）がいること。そういう人たちへの目配
りが効いている事例もありました。
　自分だけが良ければいいという価値観を持つ人は実は少数なのではな
いでしょうか。助けあいの精神を持つ人が多数であることを、阪神淡路
大震災や新潟中越地震は明らかにしました。
　助け合いの精神を持つ人が、でもどうやって助け合えばいいのか分か
らないと悩む。そんな時代なのだと痛感します。　

（仙台市青葉区・女性　ゆき）

＜まちづくりの転換と防災コミュニティ＞
　■ 防災コミュニティと町内会

　　　　　　　　　　　講師　新潟大学教授　　松井　克浩　氏
　■ 防災の思想～まちづくりと都市計画の転換にむけて

　　　　　　　 　　講師　東京大学名誉教授　　似田貝香門　氏
2009年3月4日（水）　 東北大学片平キャンパス　さくらホール

＜第1回みやぎ社会貢献大賞受賞記念事業＞

　■「子どもたちにメディアワクチンを！」～わらべうたと絵本のちから～

　　　　　　　　　講師　仙台医療センター小児科部長　田澤　雄作　氏

2009年1月25日（日）　仙台市青年文化センター ３Fエッグホール

の色使い

襲色目（かさねのいろめ）
袷仕立て（あわせしたて）された衣服の表地と裏地の配色で
平安貴族の雅な色。
四季折々の変化をその様相の比喩表現によって色彩として
感じ取ってきた日本人が作り上げてきた配色法です。
第4号：春を表す「躑躅（つつじ）色」（ｔｕｔｕｊｉ iro）

「市民の声」を交流しましょう。
「参加体験記」募集中！「参加体験記」募集中！参加体験記

「学びイベント」の参加体験記を募集しております。
◎投稿先「まなびのめ」編集部　Webからも応募できます。
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5月16日（土）
13:30▶15:00
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※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

最新のイベント情報が
随時更新中

モバイル版はこちらから→ 「学び」イベント
これからの主な

このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

申込不要要申込無料有料

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保障するものではあり
ません。日時、内容に変更がある可能性がありますので、詳しくは各問
合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細はWeb版に掲載して
おります。ぜひご覧ください。
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