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課題がある地域で、既存の公共交
通を補完する交通手段である「地
域 交 通」。市 で は、地 域 が 主 体 と
なり、地域交通を導入する団体に

びみやぎ仙台商工会と共同で「仙
イドラインの内容を解説したガイ

まとめた感染防止対策に関するガ

また、飲食・宿泊業界の団体が

１９番通報とＡＥＤを使用した心

倒れたという想定で、従業員が１

れました。店内でお客さんが急に

スの運行本数が少ないことから、

近くに商店や病院が無く、路線バ

市西部の青葉区新川地区でも、

地域交通の導入に向けた試験運行
などに取り組んでいます。

日から

利用者にはマスクの着用などを促
体となって、一人一人が互いに心

地元経済界、市民、行政等が一
けがの予防方法を学ぶことができ

そのほか、会場には家庭内での

敏な動きで取り組んでいました。
所まで利用できます。料金は１回

ら作並・愛子方面の指定の乗降場

行し、事前予約により、自宅前か

し

９月６日～

日の救急医療週間

に合わせ、家庭内での事故やけが
を予防するための予防救急や心肺
蘇生法を体験できるイベント「い
ずみ救急ひろば」が９月６日にイ
オンタウン仙台泉大沢店で開催さ

ら首を大きく振り、動き回る勇ま
しい舞いを披露。その迫力ある演
舞を、根白石中学校の生徒は真剣
な眼差しで、時には太鼓の音に合
わせてリズムを取りながら見つめ
ていました。演舞後には、両者の
衣装や踊りを紹介し合い、生徒た
ちは興味深く話を聞いていました。
「鹿 踊 の 新 し い 発 見 が で き た。
つないできた伝統を私たちも守っ
ていきたい」という、根白石中学
校生徒の熱意と決意あふれる言葉
で交流会の幕を閉じました。

３月末まで実施。
利用実績の検証と
運行計画の見直し

すい「八ツ森号」

に向け、利用しや

を行い、本格運行

最寄りの駅やバス停が遠い、道

を目指します。

「八ツ森号」発進！
新川地区で地域交通
の試験運行開始

路が狭くて路線バスが通れないな

い

「震災・核災害の時代と歴史学 」

仙台市歴史民俗資料館
学芸室長 畑井

過去を未来に活かす

仙台市若林区の七郷地区を中
心に、地域の景観とそこに暮ら
なりわい
す人々の生業や日常の生活を記
録した一冊です。 年前の発行
ですが、明治生まれの方も多く
ご存命の時代で、今では失われ
た行事や生活習慣なども見られ
い
ます。語り口を活かした本文を
読んでいると、その人から実際
にお話を伺っているかのような
感覚になります。震災以前の暮
らしに残されていた、地域の文
化を実感をもって捉えることが
できます。
時代とともに街の風景や人々
の暮らしも変わるものですが、

東日本大震災は学問の世界に
も大きな衝撃を与えました。特
に歴史学では、過去の自然災害
の記録から得られていた成果を
現代社会の問題として十分に提
起できていなかったことが明ら
かとなりました。また、核開発
の歴史に現れていた原子力利用
に伴う危険性も科学技術が示す
明るい未来像の下で顧みられて
いなかったようです。
本書は、震災直後に発行され
た「緊急特集 東日本大震災・
原発事故と歴史学」と題した学
会誌の特集をさらに発展させた
一冊です。やや専門的な部分も
ありますが、現実の大災害を受
けて歴史学が災害をいかに検証
してきたのか、後世に災害をど
う伝えるべきか、学問のあるべ
き一面をよく示しています。
● 紹介した本は、市民図書館でご覧いただけます 問 市民図書館☎ ・１５８５

現在も残しておきたい風習や未
来に伝えておくべき地域の人々
おも
の暮らしに対する想いが感じら
れる良書です。

洋樹

東日本大震災を語り継ぐため市民図書館に設けた
「３・ 震災文庫」。所蔵する約１万冊から、より
すぐりの本をご紹介します。

ど、日常生活に必要な移動手段に

「ふるさと七郷
もうひとつの仙台」
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「想いやり」の気持ちで
感染症対策と地域経済の再生を
対し、運行経費の一部補助や運行
計画の策定支援等を行う「みんな

台 感染症対策・地域経済循環プ
ドブックも作成。基本的な注意事
肺蘇生法を行い、救急隊に引き継

れる側」の双方が「想いやり」の

ロジェクト」を開始しました。キ
項をイラスト入りで分かりやすく

市は、新型コロナウイルスの感
で育てる地域交通乗り乗り事業」

ー ワ ー ド は「想 い や り」
。相 手 に
まとめており、全ての業種で活用
本事業を活用して地域交通の導入

気持ちを持って行動することを呼

心を尽くすという気持ちを「想」
ぐまでの訓練を実施。周囲に「離
を目指しています。８月

染防止対策と地域経済再生の両立

の漢字で表現し、企業の経営を支
できる内容となっています。この
れてください！」と大声で注意を
市内３番目となる地域交通「八ツ

を実施しています。現在、宮城野

えつつ、地域を挙げて継続的に感
ほか、宴席の需要回復のためホテ
促しながら、ＡＥＤの電気ショッ
森号」の試験運行を開始しました。

び掛けています。

染症対策に取り組みます。
ルの利用体験会の開催や、感染防
クをかけるなど、従業員の皆さん
利用者の要望に応じてその都度運

を図るため、仙台商工会議所およ

９月上旬から、啓発ポスターと
止対策を行う飲食店のＰＲ等を実
は本番さながらの真剣な表情と俊

区燕沢と太白区坪沼の２地区で、

ステッカーを２万超の市内事業者
施していきます。

し、
「迎 え 入 れ る 側」と「迎 え ら
を配り、優しさと活力に満ちた地
５００円または８００円で、

し

歳

域社会を目指します。
以上の方などは８割引きで乗車可

けんばい

べ

試験運行は来年

るコーナーを設置。訪れた家族連

おどり

と

が深まった１日となりました。

れは、救急隊からの説明にじっく

伝統芸能を継承―中
高生の交流会を行い
ました

じょう

み

行財政改革の取り組
みを進めています

「仙 台 市 役 所 経 営 プ ラ ン」に 基
づく令和元年度の行財政改革の実

億円で、計画当初

の項目による効果額は、令

績を取りまとめました。計画に掲
げる

和元年度が約

35

応急手当を身近に―
救急体験のイベント
を開催
能です。

おも

に配布。お店には消毒や換気を、

▲心肺蘇生法を行う従業員（中央）と
119番通報で容体を伝える従業員
（右）

りと耳を傾け、救急に対する理解

おどり

鹿の頭を付けてしなやかに踊る根
白石中学校の演舞に対し、志津川
高校は、激しく太鼓をたたきなが

からの累積効果額は約２１７億円
となっています。
〈主な取り組み実績〉
■市税や国民健康保険料等の収納
率の向上
■民間活力の導入
■情報システム最適化の推進
◎「仙台市役所経営プラン」の実
績は、市役所本庁舎１階市政情報
センター、宮城野区・若林区・太
白区情報センター、市ホームペー
ジでご覧いただけます
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笛のゆったりとした音色に合わせ、

の家で交流会を行いました。しの

の生徒と、南三陸町・志津川自然

躍」の伝承に取り組む志津川高校

９月５日 に「行 山 流 水 戸 辺 鹿 子

ぎょうざん りゅう

伝統芸能への理解を深めるため、

の複数の地域で伝承されています。

天下太平を祈願するもので、県内

は五穀豊穣、剣舞は、悪霊退散・

ほう

の習得に取り組んでいます。鹿踊

民俗文化財「福岡の鹿踊・剣舞」

しし

泉区福岡地域に伝わる県指定無形

習の時間を活用し、江戸時代から

根白石中学校では、総合的な学
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▲タクシー型で小回りがきく
「八ツ森号」

７

17

歴史学研究会／編
青木書店 刊

261

98

七郷の今昔を記録す
る会／企画
タス・デザイン室 刊

12

66
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▲ポスター（左）、ステッカー（右）等は、仙
台商工会議所ホームページ（https://www.sen
daicci.or.jp/）からダウンロードできます
▲根白石中学校２年生25人が、全身
を使って舞い踊りました

９月１日現在

526,902世帯（+392）
計1,092,094人（+320)
女：561,176人
男：530,918人

仙台市の人口（対前月増減数）

