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委員会では、各委員の専門分野の視点
から、さまざまな意見が出されました

新たな検討委員会は、研究者や専

拠 点 の 在 り 方 に つ い て、「東北 の

初会合では、今後のメモリアル

による熱演を、世界的に著名な音
楽家が厳正に審査します。

を締結しました。
両市水道局は、
大都市水道

の政令指定都

市と東京都が結ぶ「
局災害相互応援に関する覚書」の
中で、互いを応援幹事都市に設定。
一方の都市で災害が発生した際に
は、もう一方の都市が状況把握、
国や関係機関との連絡調整の中心
的な役割を担うこととしています。
これまでも定期的な合同防災訓練
年度から、毎年職員を相

などで交流してきました。
平成
いぶり

互に１人ずつ派遣。両市間で、東

国と地域から４６７人の申し込み
の都市の業務や地理、風土などへ

の経験を共有します。また、互い

日本大震災や北海道胆振東部地震

若林区荒井に「せんだい３・
の 役 割 を 果 た せ る 拠 点 に」「過去
がありました。書類や動画による

の

モリアル交流館」を開館。その後、
の震災を伝えるだけでなく、今後

第７回となる今大会では、

市中心部の拠点についても検討を
予備審査の結果、ピアノ部門
人が本

の理解を深め、災害時の的確な支

人、

起こる災害と共に生きるために必
援につなげます。全国で頻発する

進めています。
バイオリン部門

日には、新たに設置した
日㈯、バイ
や連携強化を図っていきます。

の応援・受援体制のさらなる充実

人、計

要なことを発信できれば」などの

１月
え

ピアノ部門は５月
日㈯から予選、

日、仙台市水道局は札幌

化に係る人事交流に関する協定」

市 水 道 局 と、「災 害 時 相 互 応 援 強

１月

札幌市水道局と人事
交流に関する協定を
締結

トなども開催します。

スや、出場者によるミニコンサー

中、審査委員によるマスタークラ

われます。また、コンクール期間

セミファイナル、ファイナルが行

オリン部門は６月
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意見が出されました。また野家啓
一委員長は「つくって終わりでは
なく、持続的な活動・交流の場に

代の出場者

▲仙台市水道局本庁舎で行わ
れた協定締結式

「コミュニティ・アーカイブを
つくろう！」

震災後すぐに、せんだいメデ
ィアテークのスタッフは、震災
と復興を映像で記録する市民の
活 動 を 応 援 し よ う と、《３が つ
にちをわすれないためにセン
ター》を立ち上げました。将来
の世代が思いがけない困難に直
面したときに、官製の、あるい
は報道機関による公式の記録と
はちがう次元で、こんな苦労や
戸惑い、そしてこんな取り組み
があったんですよと伝えるため
に、です。これは、ＩＴ環境に
流されるのではなく、デジタル
カメラやスマホを鉛筆のように
使える、そんな市民としての地
力を育むためでありました。こ
れは「おまかせ」から「ひきう

鷲田 清一

東京藝大の卒業式直前に大震
災の報にふれたアーティストの

き

卵は、三陸海岸から仙台へと救
援の旅を続けました。やがて陸
前高田に移住しその住民となっ
て、ひたすら被災地の声を聴き、
映像と言葉の記録に残しました。
数年を経て、ためらいながらも
おずおずと表現を再開しました。
それまでの長い過程がここに記
されています。底知れない悲し
みと、被災地の人たちから授か
った途方もない温み。体の芯に
まで響く記録です。じいちゃん、
ばあちゃんの声を引き出すのが
根っから得意。ゼロからじりじ
り復旧してゆく過程で、もしア
ートに何の出番もないなら、ア
ートはもう見限っていいとの覚
悟を、私はそこに見ました。
● 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

け」への市民の活動の転回をし
るす出来事でもありました。

「あわいゆくころ 陸前高田、
震災後を生きる」

せんだいメディアテーク館長

聴きながら、でも動きだす

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。
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していきたい」と話しました。

若き音楽家の競演―
仙台国際音楽コンク
ールの出場者が決定

世界的にも珍しい、協奏曲を課
題曲の中心に据える仙台国際音楽
コンクール。若い音楽家の育成や、
年から３年に１度開催され

国際的文化交流の推進等を目的に、
平成
代から

ています。ピアノとバイオリンの
２部門で、

抱負を語りました。このほか、栄
組に贈呈しました。

光賞、優秀賞、奨励賞、功労賞を
全

年に奈良県の法隆寺金堂の

日の文化財防火デーは、

貴重な文化財を地域
の力で守る―文化財
防火デー

１月
昭和
壁画が、火災で焼失したことによ
り制定されました。毎年この日を
中心に、全国で消防訓練等の文化
仙台市内でも、大崎八幡宮や賀

財火災予防運動が行われています。

カ所

茂神社な
ど
で消防訓
練を実施。
町内会や
婦人防火
クラブの
皆さんが
参加し、
通報訓練、
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の

大規模災害に備え、両市で災害時

中心部震災メモリアル拠点検討委

▲

スポーツで活躍した
個人・団体を表彰

２月５日、
「仙台市スポーツ賞」
の表彰式を開催しました。これは、
昨年１年間にアマチュアスポーツ
の分野で優秀な成績を収めた方や、
本市のスポーツ振興に貢献された
方に贈られるものです。

連

回日本車いすバスケットボー

大賞は、団体の部では、天皇杯
第
マックス

ル選手権大会において、大会
覇を達成した宮城ＭＡＸが受賞。
個人の部では、ＩＴＴＦワールド
ツアーグランドファイナルで史上
はり

最年少優勝を果たした、卓球の張
もとともかず

あきら

本智和選手が受賞しました。
宮城ＭＡＸの豊島英選手は「こ
の賞に恥じないよう精進していき
ます」とあいさつ。ＩＴＴＦジュ
ニアサーキット・中国大会で優勝
し、個人の部で栄光賞を受賞した
卓球の張本美和選手は「世界を代
表する選手になりたい」と今後の

文化財等の搬出訓練などを行いま
した。水消火器と水バケツリレー
による初期消火訓練では、参加者
同士で声を掛け合う姿も見られま
した。
地域の貴重な財産を後世に残せ
るよう、火災時の対応について、
地域全体で確認する一日となりま
した。

瀬尾夏美／著
晶文社 刊
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市中心部に震災メモリアル拠点を
―第１回検討委員会を開催しました
メモリアル等検討委員会では、東
門家など有識者

員会の第１回会議を開催しました。

日本大震災の経験を継承するため、
２０年度までに、中心部メモリア

年 月に仙台市震災復興

沿岸部と中心部それぞれに、震災
ル拠点の基本的な方向性を示す基

平成

に関するメモリアル拠点を整備す
本構想の策定を目指します。

とめました。これを受け、市では
被災地の中心的な都市である仙台

人で構成。２０

ることが望ましいとする提言をま

メ

19

選への出場権を手にしました。

平成

年度に沿岸部の拠点として
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佐藤知久・甲斐賢治・
北野央／著
晶文社 刊
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▲賀茂神社での消防訓練
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せんだい
３.11メ モ リ
アル交流館
▲張本美和選手
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▼豊島英選手
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▲コンクールでは、仙台フィルハー
モニー管弦楽団との協奏曲も披露さ
れます
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514,989世帯（+65） 2月１日現在
計1,089,121人（ｰ10)
女：559,159人
男：529,962人

仙台市の人口（対前月増減数）

