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〈行ってみよう！「学び」の場所へ〉

「学び」イベントに行ってきました

読者の声

学術の世界と市民をつなぐ情報誌「まなびのめ」第22号／発行日2013年10月5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

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）

おじゃまします
学びの庭に

￥0FREE ご自由にお持ち帰りください。

季　刊　誌

女性のチカラ

22第 　　　号

協力　株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

研究室で活躍する“リケジョ”たち

大隅　典子 先生
東北大学大学院　医学系研究科　教授
（発生発達神経科学）

学び合う市民として─女性・男性にエール！

「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。

Web版は随時更新中！

http://www.manabinome.com/
まなびのめ│ 検索
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川又進　佐藤曜　伊藤秀平　齋藤麻実　菅野耕平　三上志穂
オブザーバー：笹氣義幸　只野俊裕　寺田征也(東北大学大学院)

「まなびのめ」
編集部

これからの主な「学び」イベント39件掲載！

この印刷物はグリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷
した環境配慮商品です。用紙は責任をもって管理された森林から作られたFSC®認証紙を使用し、イ
ンキは環境にやさしい植物油インキを使用しています。

名著への旅　『大阪弁ちゃらんぽらん』 (田辺聖子）

槇石多希子 先生
仙台白百合女子大学　人間学部　学部長・教授
（家族・ジェンダーの社会学／成人教育論）

第23回 名著への旅
『大阪弁
　　   ちゃらんぽらん』
 田辺聖子 著 
  中公文庫
（1981年8月10日　初版発行）

　本書は「辞書」である。表題どおり、「大阪弁」の辞書である。
「ああしんど」「あかん」「えげつない」など、テレビなどでもよく
聞かれるものから、「あんだらめ」「あもつき」といった宮城では
あまり馴染みの無い言葉も含めて、計20項目にかけて「大阪弁」
が紹介されている。
　この「辞書」の特筆すべき点は、これらの言葉の意味が、い
わゆる国語辞典とは異なり、日常生活内での彼女なりの用法を
「熊八中年」との対話を通じて編んでいるところにある。この対
話が、また、それぞれの言葉の文脈や男女でのニュアンスの違
いを、居酒屋の隣の席の雑談に耳を傾ける感じで、読み手に教
えてくれる。
　さてこの「辞書」は、大阪弁の辞書であるが、同時に田辺聖
子自身の著作にとっての「辞書」である。取り上げられる言葉が、
彼女の著作に頻出するものだからである。そういう意味で本書
は田辺作品の副読本であると言える。本書と彼女の作品とを合
わせて読むと、「方言」の地力を思い知らされる。               （寺）

2014年1月5日発行予定

次 号
テーマ   ：

シリーズ

「東日本大震災」 【3】
   ─復興・再生─

シリーズ

「東日本大震災」 【3】
   ─復興・再生─おじゃまします

学びの庭に

QRコードから
アクセス！

日程：2013年 10月 18 日 (金)・19 日 (土)
　　　9:30 ～ 16:00
場所：笹氣出版印刷株式会社内

笹氣出版印刷株式会社では毎年「文字・活字文化の日」にちなみ、
皆様に広く文字・活字や印刷のことにふれていただけるイベント
を開催しております。
今年も下記日程で開催しますので、ぜひ奮ってご参加ください。

fureaiday@sasappa.co.jp

図書カード懸賞付クイズあります

「学び」イベント情報 募集中!!

掲載料は無料です。

研究者の皆様が市民へ向けて行なっている公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！
研究者の皆様が市民へ向けて行なっている公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！

これからの主な

「学び」イベント 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。

有料 無料 要申込 申込不要

※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

11
NOV

11月24日 （日） 講演会「洲之内徹の遺したもの」

講　師　大倉　宏（美術評論家）
宮城県美術館　アート・ホール

14:00 

▲

 

T el   022-221-2111 宮城県美術館
http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/

場　所

主催者

URL

問合先

11月29日 （金） 東北大学サイエンスカフェ　第 98 回：日本の名前
がつくかもしれない !? ～新元素 113 番のはなし～
講　師　萩野　浩一（東北大学大学院理学研究科准教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00 

▲

 19:45

T el   022-217-4977 東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

11月30日 （土） 今からでも遅くない筋肉トレーニング（学都仙台
コンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　西澤　哲（東北文化学園大学医療福祉学部教授）

市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール

13:00 

▲

 14:30

T el   022-233-3451 学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学
http://www.tbgu.jp/univ/?page_id=818

場　所

主催者

URL

問合先

11月30日 （土） ～ギリシャ正教―その信仰と生き方―（全 3 回）（学都
仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　クリメント児玉　慎一・宮崎　正美（仙台白百合女子大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 50 名（先着）

15:00 

▲

 16:30

T el   022-374-4475 学都仙台コンソーシアム・仙台白百合女子大学
http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

11月30日 （土） ～戦時体制とキリスト教主義学校（全 3 回）（学都仙
台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　大迫　章史（仙台白百合女子大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 50 名（先着）

17:00 

▲

 18:30

T el   022-374-4475 学都仙台コンソーシアム・仙台白百合女子大学
http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

12月  7日 （土） まちなか美術講座第 34 回「洲之内徹と
美術」
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　4 階ホール 60 名

13:00 

▲

 14:30

T el   022-723-0538 宮城県美術館×東北工業大学一番町ロビー
http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

12月  7日 （土） 中華世界におけるイスラーム :「黄金の国ジパング」伝説はなぜひろまっ
たのか？（学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　小沼　孝博（東北学院大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 80 名（先着）

13:00 

▲

 14:30

T el   022-264-6340 学都仙台コンソーシアム・東北学院大学
申込締切　12 月 3 日（火）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

12月13日 （金） 東北大学サイエンスカフェ　第 99 回：キッチン
から世界が変わる !? ～電子レンジで化学を刷新～
講　師　滝澤　博胤（東北大学大学院工学研究科教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00 

▲

 19:45

T el   022-217-4977 東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

12月14日 （土） 子どもが元気になる被災地での継続的な体育支援（学
都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　鈴木　宏哉（東北学院大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 80 名（先着）

13:00 

▲

 14:30

T el   022-264-6340 学都仙台コンソーシアム・東北学院大学
申込締切　12 月 10 日（火）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

　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証するものではあり
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。

開催
中 毎週土曜日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

17:00 

▲

 17:45

T el   022-391-1300 仙台市天文台
http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月12日 （土） 特別展「花もたじろぐ染の花―芹沢銈介
の型絵染―」ギャラリートーク
講　師　東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館学芸員

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館

11:00 

▲

 

T el   022-717-3318 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館
http://www.tfu.ac.jp/kogeikan/

場　所

主催者

URL

問合先

10月12日 （土） ～10月13日 （日） 東北大学附置研究所等一般
公開　片平まつり 2013

東北大学片平キャンパス・加齢医学研究所（星陵キャンパス）

10:00 

▲

 17:00

T el   022-215-2181 片平まつり 2013 実行委員会
http://www.katahira-f.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月13日 （日） 特別企画記念講演会
「水と大気：国を超える環境問題」
講　師　明日香　壽川・呉　修一（東北大学）

東北大学　片平さくらホール 2 階会議室

14:00 

▲

 16:30

T el   022-215-2181 片平まつり 2013 実行委員会
http://www.katahira-f.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月16日 （水） 国宝・大崎八幡宮『仙台・江戸学』
第 7 期「伊達政宗と慶長遣欧使節」
講　師　佐々木　徹（仙台市博物館学芸室）

大崎八幡宮　祭儀棟 100 名

13:30 

▲

 15:00

T el   022-234-3606 『国宝大崎八幡宮　仙台・江戸学』　実行委員会
受講料 1,000 円

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

備　考

10月17日 （木） サラリーマン介護講座『加齢にともなう身
体や心の変化』～講話と高齢者疑似体験～
講　師　藤野　隆喜（東北労災病院リハビリテーション科理学療法士）

仙台市シルバーセンター　6 階第 2 研修室 30 名（先着）

18:30 

▲

 20:30

T el   022-215-3711 公益財団法人仙台市健康福祉事業団
介護テキスト代 500 円（希望者のみ）

場　所

主催者 問合先

定　員

10月19日 （土） 看護とコミュニケーション ～コミュニケーションについて一緒に考えて
みませんか？～（学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　阿部　智美（宮城大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 50 名（先着）

13:00 

▲

 14:30

T el   022-377-8414 学都仙台コンソーシアム・宮城大学
申込締切　10 月 16 日（水）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

10月19日 （土） 身近な消費行動・ライフスタイルから、環境への影響を考え
る（学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　板　明果（宮城大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 50 名（先着）

15:00 

▲

 16:30

T el   022-377-8414 学都仙台コンソーシアム・宮城大学
申込締切　10 月 16 日（水）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

10月22日 （火） 第 51 回東北特別支援教育研究大会宮城大会記念講演「小学校、中学校、高
等学校で発達障害のある児童生徒はどこでつまづくのか、どう支援するのか」
講　師　竹田　契一（大阪教育大学名誉教授）

日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）シアターホール

14:00 

▲

 16:00

T el   022-214-3353 宮城県特別支援教育研究会
http://tokushi.miyakyo-u.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10
OCT

12
DEC

11月23日 （土） 『仙台市史』に見る近現代の生鮮食料品流通の歩み（学
都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　仁昌寺　正一（東北学院大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 80 名（先着）

15:00 

▲

 16:30

T el   022-264-6340 学都仙台コンソーシアム・東北学院大学
申込締切　11 月 19 日（火）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員



おじゃまします
学びの庭に

今回の「学びの庭におじゃまします」のテーマは「女性のチカラ」。
今年は「東北大学女子学生入学（全国初）100 周年」という記念すべき年でした。そこでまずは、
その記念行事などでも中心的な役割を担われた大隅典子先生（東北大学）のお話を伺います。

研究室で活躍する“リケジョ”たち
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、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「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

【応募締切】2013年11月30日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.1　出前授業などを行う理系の東北大学女子大学院生を何と呼ぶ？

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

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。槇石多希子先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。槇石多希子先生の記事もご覧ください。

懸賞懸賞

 脳の男女差で文系・理系は決まらない
　私は生物学の研究者で、大学の研究プロジェクトのリーダー
や、日本分子生物学会の理事長も務めています。女性の理系研
究者が珍しがられることはなくなりましたが、こうしたまとめ
役となるとまだまだ少ないのが現状です。
　「男性と女性は脳が違うから、女性は理系に向かないので
は？」と思っている人もいます。私の専門は脳が発生する仕
組みの解明なのですが、脳への市民の関心が高まった一方で、 
誤った知識や思い込みが広まっていることは見過ごせません。
　体格が違う分、男性の方が脳も 100 g くらい重いとか、空間
認知力は男性の方が、言語統合力は女性の方が高いなど、たし
かに脳の構造や働きには男女の違いがあります。しかしあくま
で平均です。むしろ個人差が大きく、各種の認知機能も学習に
よって伸ばせることが分かっていますから、「男性の脳は理系向
き、女性の脳は文系向き」などと決めつけることは明らかに無
理があります。異なる脳の使い方をする両性が協力することで
こそ、創造的な仕事は成果が上がる、というのが私の考えです。
　しかし日本は今でも男女に役割分担を求めがちで、「男は外
で働き、女は家事や育児をするべき」といった、不自由な考え
方をする人が少なくありません。性差の問題は世界的にも関心
が高く、私が今年訳した『なぜ理系に進む女性は少ないの
か？　トップ研究者による 15 の論争』という本は、欧米の研
究者たちが、この問題に正面から取り組んだものです。幸い、
多くの新聞や雑誌で大きく取り上げていただきました。決して
専門的な難しい内容ではありませんので、市民の皆さんにもぜ
ひ読んで考えていただければと思います。
　正しい理解が社会に広がることで、理系の大学や仕事を目指
す女性がもっと増えてほしい、というのが私の願いです。理系
の勉強が得意な女子が、周囲から医師や薬剤師などの道を勧め

られることが多いのは、今でも変わりません。しかし理系には
数学、物理、工学などさまざまな分野があり、最近では研究者
や技術者として活躍する女性が増えています。
　家族の理解とあわせて私が期待するのは、中学や高校での進
路指導です。本人の特性を把握した上で、女子に理系への進学
を促す動きが、より盛んになればと思います。

 心と遺伝子の関係を解き明かす
　私は母が酵母菌と電子顕微鏡の、父が鯨の研究者でしたから、
自分も理系の研究者になることは、子どもの頃から選択肢の一
つでした。将来英語で論文を書くために、小学 4 年生から英
語を、中学卒業時には英文タイプを習っていたくらいです。
　母・正子は、当時 1 歳だった私を置いて米国に留学してい
ます。これは、父はもちろん、母の両親の理解と応援があった
からこそです。母は日本女子大学の教授を務め、1983 年には
自然科学分野の女性研究者に贈られる「猿橋賞」を受賞しまし
た。母は私にとってのロールモデル、手本の一人になりました。
　父・清治からは、論理的な思考や、研究の内容と成果を、社
会に向けて発信することの大切さを学んだと思います。私が中
高校生の頃、日本は米国による大規模な捕鯨禁止キャンペーン
に反対していました。これは単に食習慣や捕鯨関係者の生活の
問題だけでなく、海の生態系を守るという意義が大きかったの
です。父は科学者として、国内外にそのことを訴える役割を積
極的に担っていました。「税金を使って研究させていただいて
いる以上、市民に理解を求める努力をするのは当然」という私
の考えは、父から受け継いだものです。インターネットが普及
した今は、ブログやツイッターでの発信にも努めています。
　歯学部から大学院に進んだ時、私は当時もっともホットだっ
た遺伝子の研究をしようと考えました。体のさまざまな部位
は、1 個の受精卵が細胞分裂を繰り返すことで作られていきま
す。その際、脳はどのような遺伝子の働きで発生するのか、が
テーマです。指導教官に「女性が認められるためには男性の 2
倍成果を上げるつもりで頑張りなさい」と言われたこともあっ
て、マウスを使った実験に没頭しました。
　人間を含めて生物は、遺伝的なプログラムと環境的な要因の
両方で形成されます。その過程を分子レベルで解明することが
できれば、病氣の治療や予防に役立つ可能性があります。統合
失調症や自閉症が発症する仕組みを、脳に関わる遺伝子の働き
から説明したいというのが、私の今の主な研究課題です。

「体だけでなく、心の病氣や問題までが遺伝子で説明できて
しまうのか」と抵抗を感じる方もいるかもしれません。心と脳
に密接な関係があり、脳が体の一部である以上、心と遺伝子に
はもちろん関係があります。しかし、人の心が遺伝子で決まっ
てしまうということは絶対にありません。実は遺伝子情報は上
書きが繰り返されていて、「どんな遺伝子か」よりも、「環境に
よってその遺伝子がどう働くか」の方が、むしろ重要だと言っ
て良いほどだからです。
　遺伝子にとっての環境には、食べ物、運動、睡眠、ストレス
などが挙げられます。体全体や臓器のレベルに影響のあること
は、遺伝子や分子のレベルでも影響があり、もちろん脳も例外
ではないのです。

 日本初の女子大学生は理系だった
　今からちょうど 100 年前、大正 2 年に日本で初めての女子
大学生が誕生しました。他の大学に先駆けて彼女たちを受け入
れたのが、「門戸開放」を掲げて、その 6 年前に設立されたば
かりの東北帝国大学、今の東北大学だったのです。
　女子の受験を認めるという発表を知って当時の文部省はずい
ぶんあわてましたが、3 人が入学そして卒業し、黒田チカと丹
下ウメは化学の、牧田らくは数学の学士になります。日本初の
女子大学生は理系だったのです。その後、黒田が英国留学を経
て博士号を取得し、お茶の水女子大学の教授に就任するなど、
3 人はまさに日本の女性研究者の草分けになりました。
　東北大学では今年、女子学生入学 100 周年を記念して、さ
まざまな事業を行っています。私は、8 月に開催されたシンポ
ジウムの企画・運営を担当しました。今の若い人やメディアは
理系女子を「リケジョ」と呼びますから、サブタイトルは「リ
ケジョの百年から未来の女性リーダー育成に向けて」です。コ
ミュニケーションを得意とする女性は、今では研究や開発の現
場に欠かせないだけでなく、チーム全体に目配り氣配りをして、
プロジェクトを成功に導く役割が期待されています。若い女性
研究者たちには、100 年前の大先輩に学ぶとともに、これか
らはリーダーとしても活躍してほしいという願いを込めて企画
にあたりました。
　1 年半ほど前から準備を重ねてきましたが、米国、英国から
も高名な女性研究者をお招きして講演していただいたり、女性
の活躍を支える男性の立場から提言をいただいたりするなど、
ユニークでバラエティに富んだ内容になったと思います。おか

げさまで、市民の方にも数多くご参加いただくことができまし
た。アンケートを拝見しましたが、ご好評をいただけてうれし
い限りです。
　東北大学の理系分野で女性が初めて教授になったのは 1997
年で、翌年に就任した私が 2 人目になります。東北大学は女
性研究者の育成に熱心です。出産や育児で研究から離れたり
キャリアが中断することがないよう支援したり、性別を問わず
に昇進させたり責任ある地位に就けたりすることにも取り組ん
でいます。
　私は今、大学の「女性研究者育成支援推進室」の副室長と、
男女共同参画担当の大学総長特別補佐も務めています。現在
もっとも力を入れている事業の一つである「東北大学サイエン
ス・エンジェル」は、理系の女子大学院生が、高校への出前授
業や科学イベントの企画運営を行うことで、未来のリケジョの
ロールモデルになってもらおうというものです。

脳は子ども時代に完成すると考えられていた時代もありまし
た。しかし今では、大人になっても脳の神経細胞は新たに生ま
れ続けることが分かっています。これをお読みの皆さんも、い
くつになっても学びを楽しみ、いきいきと過ごされることを
願っています。

（取材＝ 2013 年 8 月 12 日／東北大学医学系総合研究棟（5 号館）

9 階 発生発達神経科学分野・大隅研究室にて）

東北大学大学院　医学系研究科　教授
専攻＝発生発達神経科学

大隅　典子 先生
《プロフィール》（おおすみ・のりこ）1960 年神奈川県生まれ。東京医科歯科大学歯学部卒。同大学院歯学研究科修了。
歯学博士。同大学歯学部助手、国立精神・神経センター神経研究所室長を経て、1998 年より現職。東北大学女性研究
者育成支援推進室副室長。東北大学総長特別補佐（男女共同参画担当）。脳神経科学コアセンター長。日本分子生物学
会理事長。著書に『脳の発生発達—神経発生学入門』『最前線の生命科学者 12 人に聞く いのちの不思議を考えよう』（共
著）など、訳書に『なぜ理系に進む女性は少ないのか？　トップ研究者による 15 の論争』『心を生みだす遺伝子』など。
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おじゃまします
学びの庭に

「女性のチカラ」お二人目は、槇石多希子先生（仙台白百合女子大学）。
女子大学で学部長を務められ、家族・ジェンダーの社会学を研究されている槇石先生のお話は、

「女性のチカラ」を考える上で、ぜひとも聞き逃せません。

学び合う市民として─女性・男性にエール！
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、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「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

【応募締切】2013年11月30日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.2　日本の衆議院における女性議員の割合は何％？

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

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。大隅典子先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。大隅典子先生の記事もご覧ください。

懸賞懸賞

 女性の社会進出は男女両方を幸せにする
　私はいわゆる「団塊の世代」で、10 代で高度経済成長、20
代前後から大学運動、女性の権利獲得運動であるウーマンリブ
の時代を経験しています。1975 年は、国連総会の決議に基づ
く「国際女性年」で、男女の平等を目指す政策や活動が世界規
模で行われ、「女性の 10 年」がスタートしました。
　実は日本では、国際女性年の頃は専業主婦が一番多かった時
代、それは「性別役割」が固定化した時代でもありました。か
つての日本では女性も農家や商家で主要な働き手を務めるのが

「当たり前」でしたが、戦後、さらに 1956 年にはもはや戦後
ではないとされて以降、産業構造が変化して都市化が進むと、
男性がサラリーマンとして働き、女性は結婚して家庭内役割を
担うことが「当然のこと」になっていきました。
　私がお茶の水女子大学の大学院に進んだ際、研究テーマは高
齢者問題でした。東京・板橋区の 3 世代家族を調査しましたが、
女性の社会進出にも関心がありましたので、3 世代家族の子世
代夫婦の働き方に注目しました。興味深いことに、「嫁」が専
業主婦にならずに外で働くことに、親世代が理解を示し、むし
ろ支援していたケースが少なくありませんでした。
　私の研究領域は、家族とジェンダーの社会学です。ジェンダー
とは、人間の生得的性別ではなく、社会的・文化的に形成され

た性別のことを言います。
　結婚し主婦以外になることを考えにくかった女性たちが、収
入だけでなく自己実現や社会参加を求めて働き始めたように、
家庭や社会で求められる男女の役割は、時代によって変わって
きました。もちろん今も変わり続けています。一方で、最初は
女性差別の克服を目指す思想・運動を表していたフェミニズム
やジェンダー論も、今では「女らしさ」を押し付けられる女性
だけでなく、「男らしさ」を押し付けられて苦しむ男性をも解
放する思想・運動を含むものへと拡張してきました。
　しかし、女性が不利益をこうむることの多い状況は、今も解
消したわけではありません。私は昨年から学部長に就任しまし
たが、大学でも女性が意思決定に関わる立場になることはまだ
少なく、企業や政治においてはなおさらです。ヨーロッパでは
女性の議員も多く、特に地方議員に目立ちます。日本の衆議院
に、女性はわずか 10.8％ほど（世界の平均 20.4％）。市民にとっ
て最も身近な市町村議会では、女性議員の割合はさらに下がっ
てしまいます。企業や政治の責任ある立場に、女性がもっと増
えるような仕掛け、女性枠の割り当て等ポジティブ・アクショ
ンを積極的に取り込むべき時がきています。
　一方、看護師、保育士、福祉職をはじめとする「対人援助職」
に従事している人の割合は女性が多く、こうした分野には、男
性がもっと「進出」することが望まれます。経済や政治の行き
詰まりが問われる日本で、女性がさらに意思決定に関わるよう
になり、多くの職業で男女の比率差が縮まることは、男女両方
にとっての幸せにつながるはずです。

 学びの循環─学び・交流・市民活動
　1970 年代に登場し、80 年代以降盛んになったカルチャーセ
ンターは、時間とお金に余裕がある主婦が集まる所などと皮肉
まじりに言われもしましたが、大学に進むことが難しかった時
代の女性たちが、趣味だけでなく高いレベルの文化や芸術に触
れ、自分自身に向き合う社会参加のきっかけにもなったのです。
　もう一つ見逃せない事が、講座が終わった後の、受講者同士
の交流でした。喫茶店などに場所を移して、講座の内容だけで
なく地域生活や生き方についての対話が、女性たちの連帯へ発
展したのです。特に子育てを終えた専業主婦にとっては、互い
に学び合うという、全く新しい喜びを得ることができました。
やがてその中からグループが形成され、市民活動という、女性
が社会に参加する新たな回路が開かれたのです。

　一方、行政が展開した女性向けの多様な施策の中からも、地
域の女性リーダーや学習グループ・社会活動に取り組む団体な
どが生まれてきます。私のもう一つの専門分野である「成人教
育論」において、社会教育の視点から、行動する市民としての
女性の社会参加のプロセスを研究しております。
　苦境にある女性を支援することはもちろん大切です。しかし
女性が自ら経験をとおして学び合い力をつけること、これを 

「エンパワーメント」と言いますが、そのための学習・教育の
環境づくりを進めることに大きな意義があります。その重要性
は増す一方です。
　女性グループが展開してきた地域に根ざした活動は、今日の
盛んな市民活動につながっています。1995 年に発生した阪神
淡路大震災では、多くの人びとがボランティアとして現地に
入り、さまざまな団体が支援活動を行いました。また、その 3
年後に特定非営利活動促進法が施行されると、NPO 法人格を
取得した団体が社会的な信用を得て、質量ともに活動を発展さ
せました。今でも市民活動では女性の割合が大きく、活躍が目
立ちます。
　私は今年の 8 月から 9 月にかけて英国を訪ね、市民が自主
的な学習活動を行う団体として「U3A」を調査しました。地
域の教育施設を活用し、メンバーが相互に、各種の講座の講師
やリーダーとなって教え、学び合うという仕組みです。ここで
も中高年の女性が元氣で、男性の姿はそれほど多くありません。
　男性には、女性たちの市民活動に学ぶことを、ぜひ勧めたい
と思います。会社組織や肩書きを離れて、一人の市民、地域住
民として力を発揮すること、学ぶことで市民としての文化度を
高め、交流し、対話し、連帯する喜びを味わうこと、女性たち
は男性の参加を待っています。

 女子大学だからこその学びの形
　私は子どもの頃、祖母が数ヶ月ごとにわが家や親戚を巡回し
て生活するのを「幸せなんだろうか」と思っていました。その
疑問が、高齢者や家族、そして女性の問題に関心を持つきっか
けになったと思います。また、私には一回り年上の従姉がいて、
彼女が研究者として自立する姿が、私にとってのロールモデル
であり、良いチューターとなってくれました。
　私が初めて仙台に赴任したのは 1988 年でした。正直に言
えば、関西や東京に比べて女性の活動は遅れているなと思いま
した。しかし、仙台市や宮城県が女性の施策や男女共同参画社

会の実現を掲げ
て事業を展開す
るうちに、いく
つもの自主的な
女性の活動団体
が生まれ、育っ
ていきました。
私も自治体の審議会で委員をして、行動計画や条例づくりに携
わり、そうした動きの促進にささやかな貢献をしてきたつもり
です。
　人はそれぞれの状況の中で、最善を尽くすことしかできませ
ん。私たちの世代は人数が多く、競争は激しかったと思います。
一方で豊かさや、社会の発展を実感することができたため、女
性の社会参加についても積極的に考えることができたのかもし
れません。
　1999 年には男女共同参画社会基本法が施行されました。そ
れは、男女の真の平等や、女性の自己決定権が尊重される社会
の実現は、まだこれからということです。たとえば、非正規の
労働者は、圧倒的に女性が多いという現実があります。しかし、
今後の高齢化が一層進む日本社会において、女性の労働力は絶
対に必要ですし、女性の能力が正当に評価・活用され、権利が
守られるようにしなければいけません。
　私は女子大学で教える立場にありますが、女性のみという教
育環境は、評価されるべき特質の一つだと考えています。社会
に出る一歩手前の段階で、女性がおかれている現実を伝えつつ、
その中で自己実現するための学びを促すことができるからです。
　女性しかいないということは、女性だけで全てを決め、実行
し、責任を負わなければならないということでもあります。高
校までのように先生は助けてくれませんし、共学のように男性
に譲ってしまうこともありません。たとえ失敗しても、その過
程で培われた実践力や交渉・コミュニケーション能力は、きっ
と卒業後の彼女たちにとって役立つことでしょう。しかも女性
教員の割合が多く、身近にロールモデルを見いだしうることも、
特質として挙げられると思います。
　私は入学時の学生たちにまず「Girls, be ambitious !」と
いう言葉を贈り、卒業後もずっとエールを送り続けています。
もちろん平均寿命まで 20 年以上ある私自身も、足を止めるこ
となく学び続け、活動し続けたいと思っています。

（取材＝ 2013 年 8 月 20 日／仙台白百合女子大学 5 号館 4 階 人間学部学部長室にて）

仙台白百合女子大学　人間学部　学部長・教授
専攻＝家族・ジェンダーの社会学／成人教育論

槇石　多希子 先生
《プロフィール》（まきいし・たきこ）1949 年神奈川県出身。横浜国立大学教育学部卒業。
お茶の水女子大学修士課程修了後、（財）日本青少年研究所、仙台白百合短期大学講師を
経て、1996 年仙台白百合女子大学創設にともない同大学へ。2005 年より教授、2012
年より人間学部長（現職）。2005 年東北大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士（教
育学）。著書に『ジェンダーと成人教育』（共著）、『変化する社会と家族』（共著）など。



　東北のみならず日本の観光立国にブランドを再構築したブランディン
グで再生させる発想には改めて共感…。地産地消と地域独自の価値の再
構築から広域提供・発信で「世界が評価」etc とブランディングでの再
構築力を信じて、地域〜国全体で盛り上げて活きたい。

（仙台市青葉区・69歳　男性）

　私自身旅行好きなので、観光に関する二つのお話は非常に勉強になり
ました。まず成澤先生のお話では、「観光」をビジネスではなく「学問」
として捉えるという視点は目から鱗でした。また家族が単なる帰省では
なく、意義ある余暇を過ごす社会的権利がある、という考えに共感する
と同時に、そうした意識が社会にもっと浸透すれば、より個々の人生は
豊かになり、経済も活性化するのではないか、とも思いました。また平
林先生のお話では、地域独自の魅力を発信し、来てくださったお客様に
丁寧に提供し、満足感を味わってもらうことが大事、ということでした
が、このことを実践していけば成澤先生の言うところの「リピーターを
増やす」ことにつながり、東北の観光産業の発展にもつながっていくの
ではないかと思いました。ピンチはチャンス、東北への注目度が高い今
こそ、東北の良さを発信する絶好の機会とも言えると思うので、積極的
に発信して、多くの人々が東北に足を運んでくださるといいなと思いま
した。� （仙台市太白区・37歳　女性）

　よくある尺度で測ると、東北は質・量で東京や大阪・京都に負けます。
そこで、平林先生が松島で実施したような東北ならではの物をからめて、
喜んでもらえる価値を発信する手法は、今後、大小様々な場面で取り入
れていきたいと思います。� （仙台市青葉区・33歳　男性）

　「学びの庭におじゃまします」（平林先生）を読み、「マーケティング」
そして「ブランディング」とは何かを知り、勉強になりました。「被災地・
東北が日本を変える」…同感です。� （石巻市・35歳　男性）

　“「学び」イベントに行ってきました”は少し様子がわかり、ちょっと
内容がわかった氣分になりうれしくなります。

（仙台市泉区・47歳　女性）

　成澤先生の記事で、今の時代に評価される旅として、景色が良いこと
や、地元との触れ合いがあることが挙げられていたことに納得しました。
自分が旅行した経験を考えてみても、思い出に残る旅は、宿などの豪華
さよりも、旅先で出会った人との会話や、見た風景だと思いました。

（黒川郡富谷町・23歳　女性）

　「まなびのめ」とても興味深く拝見いたしました。以前は高いお金を
払って海外旅行へ行っておりましたが、「グリーン・ツーリズム」最近
私の目につきますし、とても良いと思っています。不況のせいか、私自
身、身の丈に合った暮らしの中で楽しみを見つけていきたいと考えるよ
うになりつつあります。そして地元、宮城の良さを再実感しているとこ
ろです。� （仙台市青葉区・42歳　女性）

　本年は、仙台・宮城デスティネーションキャンペーンが行われ、地域
別の観光ガイドブックやフラワースタンプラリーがあったりと震災復興
に向け、各地でいろいろな催しものがあり好評を得ていると思っていま
す。その中で今回の「まなびのめ」、なるほどと思われる内容がいっぱ
いありとてもありがたく感じています。

（仙台市宮城野区・86歳　男性）

第21号 「観」

その他のお便りと編集部からのコメントはWeb版でご覧いただけます。

読者の声 読者の声 第 21 号にもたくさんの
おたよりが届いていま
す。ほんの一部をご紹介。

「学び」イベントに行ってきました
参加体験記

　甚五右ヱ門芋（じんごえもんいも）という伝承野菜生産者の佐藤
春樹さんと、そのブランディングを手掛けたデザイナーの小板橋基
希さんの、制作プロセスをご紹介いただきました。
　一緒に畑を歩き、さまざまな話をする中で、今後のビジョンや夢
などを共有し、それを判断基準として、未来に向かった選択をして
いくという。目の前に広がる畑や家、時折姿を現すけものたち、昔
話などからヒントを得て「山奥」を表現したデザインは、室町時代
から代々育てられてきた在来種の甚五右ヱ門芋と同じように、この
土地にあるものから生まれ、強調されたものであることにしびれま
した。
　「特別なものを売るので、特別に見えるように」「本質の見える�ウ
ソのないデザイン」といった話の節々から出てくる言葉に、デザイ
ンの役割と、それを実現するデザインの素晴らしさを再認識するこ
とができました。芋にかけてお話されたかどうかは分かりませんが
「地方には掘り起こしていないものが多い」とも言われていて、地方
にいることの可能性を感じました。
　なにはともあれ、この芋を食べてみたいという氣持ちでいっぱい
です。� （ひがしのひがし）

　今回がんに関する講座の講演を拝聴して感じたことは、がんは珍
しい病氣ではなく、日本人の二人に一人はがんに罹患、日本人の三
人に一人はがんで死亡しているという事実を知り、他人事ではなく
いつ自分や家族や身近な人に起きるかわからない病氣であり、今後
は、高齢化社会が進んでいくことによりがん患者も増えてくる。が
んになったからといってすぐ亡くなるわけではなく、がんの種類や
発見の時期により、治療方法もいろいろあり、生存率も違ってくる。
よってがんは早期発見することが重要であり、そのため検診は重要
な要素である。日本のがん検診の受診率はまだ低いが、それでも宮
城県の受診率は高いほうだということを伺い勉強になりました。
　もし自分ががんと告知されたら、がんとどう向き合うか、自分の
がんを知ることが大事であり、一人で悩まず相談することが大事で
ある。がんの原因としては環境要因、個人の要因など様々考えられ
るが、高い科学的根拠のある予防可能ながんの要因として喫煙があ
り、喫煙者の私にとっては大変考えさせられる内容でした。
　第二部の菅原文太さんの講演も大変興味深く、ご自身の闘病体験
を踏まえユーモアを交えつつ講演していただき、がんと向き合うこ
とについての大切さを感じることができました。　　

（宮城郡利府町　SY）

■�『地方×デザイン』◇世界を目指す !　地域からの事業創造◇
講師　株式会社ボブ�アカオニデザイン事業部�代表取締役社長　小板橋　基希　氏
　　　�����������������最上伝承野菜農家「森の家」20代目跡継ぎ　佐藤　春樹　氏
2013年8月27日（火）　18 : 30〜20 : 30　東北芸術工科大学�大学院仙台スクール

「まなびのめ」第21号懸賞クイズの
正解は下記のとおりです。

図書カ
ード

1,00
0円分

図書カ
ード

1,00
0円分

図書カ
ード

1,00
0円分

今号も「まなびのめ」クイズを実施しております。正解者の中から抽選で3名様に図書カードが当たります
ので、奮ってご応募ください！！ ※詳細は研究者インタビューページをご覧ください。

Q.1　その土地の魅力を発信しお客様をおもてなしするスタイルは何型観光？
答え　着地型観光

Q.2　自然の中で農作業などを体験する滞在型自然観光を何という？
答え　グリーン・ツーリズム

第21号

クイズの正解発表！！
「参加体験記」「参加体験記」募集中！募集中！参加体験記

読者の皆様が参加された「学び」イベントの感想やレポートをお待ちしています。
◎投稿先「まなびのめ」編集部　はがき・FAX・E-mailにて受付。
   Webからも応募できます。
◎採用させていただいた方に粗品を進呈いたします。
　※なお、採用の可否は編集部に一任いただきます。

粗
品

進
呈

「まなびのめ」配色法：襲色目（かさねのいろめ）

第22号・秋／「紫苑」（si-on）

■�第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会市民公開講座
　　「いのちと向き合う─がんと私たちの関わり─」
������������������������������������������������������������� 特別講師　菅原　文太　氏��他
2013年 9月 1日（日）　13 : 30 〜　電力ホール

これからの主な

「学び」イベント 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。

有料 無料 要申込 申込不要
Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://www.manabinome.com/
まなびのめ│ 検索

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

10
OCT

11
NOV

10月23日（水）～みやぎ県民大学
「東北アジアの人間と環境」（全 4 回）
実施機関　東北大学東北アジア研究センター

東北大学　片平さくらホール 50 名

18:00

▲

20:00

Tel 022-795-6009宮城県教育委員会
申込締切　10 月 16 日（水）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

10月25日（金）東北大学サイエンスカフェ　第 97 回：
チャンスの法則 ～確率で世界はまわる～
講　師　尾畑　伸明（東北大学大学院情報科学研究科教授）

東北大学片平キャンパス　北門会館 2 階エスパス

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

10月26日（土）土曜介護講座『認知症の医学知識』

講　師　大沼　歩（広南病院診療部長神経内科医師）
仙台市シルバーセンター　6 階第 2 研修室 40 名（先着）

10:00

▲

12:00

Tel 022-215-3711公益財団法人仙台市健康福祉事業団介護研修室
http://www.sendai-hw.or.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

10月26日（土）館長講座「東北古代史を学ぶ」

講　師　今泉　隆雄（東北歴史博物館館長）
東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
11 月、12 月も開催。詳細は Web で。

場　所

主催者

備　考

問合先

10月26日（土）3.11 後に和辻風土論を読む（学都仙台コン
ソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　野家　伸也（東北工業大学共通教育センター人間科学部教授）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 60 名（先着）

17:00

▲

18:30

Tel 022-723-0538学都仙台コンソーシアム・東北工業大学
申込締切　10 月 19 日（土）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

10月26日（土）スポーツにおける「からだの困った」に対処する①～宅トレでＳＴＯＰ
腰痛～（学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　高橋　陽介（仙台大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 60 名（先着）

13:00

▲

16:30

Tel 0224-55-1621学都仙台コンソーシアム・仙台大学
申込締切　10 月 19 日（土）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

11月  2日（土）老人ホームをテストする（学都仙台コンソー
シアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　岡田　耕一郎（東北学院大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 80 名（先着）

17:00

▲

18:30

Tel 022-264-6340学都仙台コンソーシアム・東北学院大学
申込締切　10 月 29 日（火）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

場　所

主催者

URL

11月  6日（水）～宮城大学公開講座イブニングセミナー
「食と2つの方向で関わる環境の技術」（全3回）
実施機関　宮城大学食産業学部環境システム学科

宮城大学地域復興サテライトキャンパス（AER24 階） 20 名

18:00

▲

19:30

Tel 022-245-1263宮城大学食産業学部・地域連携センター
http://www.myu-syoku.jp/

問合先

定　員

11月  8日（金）国宝・大崎八幡宮『仙台・江戸学』
第 7 期「仙台藩と宇和島藩」
講　師　倉持　隆（慶應義塾大学三田メディアセンター貴重書室担当）

大崎八幡宮　祭儀棟 100 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-234-3606『国宝大崎八幡宮　仙台・江戸学』　実行委員会
受講料 1,000 円

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

11月  8日（金）市民公開講座「社会を支える光技術―光
通信技術を中心として―」
講　師　上杉　直（東北工業大学工学部情報通信工学科教授）

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

18:30

▲

20:00

Tel 022-723-0538東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

11
NOV

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

11月  9日（土）カーエレクトロニクスとリサイクル（学都仙台コ
ンソーシアム・サテライトキャンパス公開講座）
講　師　井上　浩（放送大学秋田学習センター長・秋田大学名誉教授）

市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール

13:00

▲

14:30

Tel 022-233-3451学都仙台コンソーシアム・東北文化学園大学
http://www.tbgu.jp/univ/?page_id=818

場　所

主催者

URL

問合先

11月  9日（土）しろ・まち講座「伊達政宗と慶長遣欧使節」

講　師　佐々木　徹（仙台市博物館学芸員）
仙台市博物館　ホール 200 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-225-3074仙台市博物館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

11月14日（木）コラボレーション公開講座「世界を目指す、地域からの事業創
造：ローカルはワールド」vol.4―秋田　地域からの情報発信
講　師　藤本　智士（『のんびり』編集長、有限会社りす代表）他

桜井薬局セントラルホール 60 名

19:30

▲

21:30

Tel 022-235-2161とうほくあきんどでざいん塾・創業スクエア・東北芸術工科大学 大学院仙台スクール
http://tohokuakindodesign.jp/event/1269/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

11月16日（土）文明史観から地球環境問題を読み解く（映画を見て、“地球環境”を
考える）（学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　原田　秀樹（東北大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 50 名（先着）

13:00

▲

16:30

Tel 022-795-3925学都仙台コンソーシアム・東北大学
申込締切　11 月 8 日（金）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

11月16日（土）磁石が拓く安全・安心なエコ社会（学都仙台コ
ンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　土井　正晶（東北学院大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 80 名（先着）

17:00

▲

18:30

Tel 022-264-6340学都仙台コンソーシアム・東北学院大学
申込締切　11 月 12 日（火）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

11月20日（水）公開シンポジウム「北の先達たち
人類学・考古学からみた東北・北海道」
講　師　百々　幸雄（東北大学名誉教授）他

仙台市戦災復興記念館

13:00

▲

17:00

日本 DNA 多型学会第 22 回学術集会
http://dnapol.umin.jp/document/22congress/sympo.html

場　所

主催者

URL

11月22日（金）東北大学リベラルアーツサロン　第 26 回：
マンガでさぐるメンタルトレーニングの不思議
講　師　北村　勝朗（東北大学大学院教育情報学研究部教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

11月22日（金）市民公開講座「森から生まれるエネルギー
～森林バイオマス燃料の利用と課題～」
講　師　佐野　哲也（東北工業大学工学部環境エネルギー学科准教授）

東北工業大学一番町ロビー　4 階ホール 60 名

18:30

▲

20:00

Tel 022-723-0538東北工業大学
http://www.tohtech.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

11月23日（土）家族法の新展開―夫婦・親子関係の変容と法（学都
仙台コンソーシアムサテライトキャンパス公開講座）
講　師　遠藤　隆幸（東北学院大学）

仙台市市民活動サポートセンター　6 階セミナーホール 80 名（先着）

13:00

▲

14:30

Tel 022-264-6340学都仙台コンソーシアム・東北学院大学
申込締切　11 月 19 日（火）

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

11月16日（土）～1月13日（月）東日本大震災復興祈念特別展「神さま仏
さまの復興－被災文化財の修復と継承－」

東北歴史博物館

9:30

▲

17:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先


