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宮城地域自治研究所の現地視察
おがつ店こ屋街 2 周年祭と留学生見学
森まゆみ氏 ・ 齋絢子氏との協働による現地調査
東北工業大学 宮城学長による雄勝訪問
石巻河北長面浦の漁村再生活動が受賞
｢J. プロジェクト 2013｣除幕式

森氏・齋氏による現地調査

TOPICS
宮城地域自治研究所の現地視察調査
宮城地域自治研究所は、20 数年前から宮城県内の地域自治に
関する実践的研究を行っている有識者によるチームであり、当日
は、東北工業大学の吉田旺弘名誉教授や舛岡和夫名誉教授をはじ
め研究所からは 13 名、工大からは 8 名が参加しました。
雄勝の現状を知っていただくための現地視察調査では、おがつ
店こ屋街にて雄勝硯生産販売協同組合の澤村理事長、木村副理事
長、千葉事務局長から雄勝玄昌石や雄勝地域の歴史、被害状況や
復旧状況などをお話しいただきました。
その後、屋根がスレート葺きで改修中の元桑浜小学校や大須浜
漁港を視察したり、本雄勝の新山神社で雄勝法印神楽の奉納を見
学したり、店こ屋で特産物の買い物をしたりしました。
昼食には雄勝の各浜のお母さん方で結成している「おがつス
ターズ」の料理、雄勝では普段食べている家庭料理とのことでし
たが、雄勝ならではの魚介類を使った美味しい郷土料理を振る
舞っていただきました。
帰りのバスでは、参加者が感想や意見を述べあい、雄勝石産業
だけでなく、食や生産、祭りやコト、まちづくりなど、様々視点
での意見をいただくことができました。今後の活動を進めるにあ
たって、多くを取り入れていきたいと思います。

｢J. プロジェクト 2013｣除幕式
仙台城南高等学校の開校式典に合わせ、記念オブジェ「J. プロ
ジェクト 2013」の除幕式も行われました。校舎正面にシンボルと
して登場したオブジェは、雄勝玄昌石を使用し、新校名の頭文字
「J.」の周囲に配した円模様は、伊達正宗の陣羽織に用いられてい
る、五行説由来の模様を表しています。また大小 18 個の円模様は、
本来は「J.」のドットを中心とした星を表現したものですが、生徒
たちが個性を生かし活発に動き回る姿も同時に表現しています。
除幕式には関係者ら約 30 名が出席し、テープカットで完成を祝
いました。久力誠校長は「玄昌石の裏側には在校生の夢が書き込
まれている。生徒の誇りにつながるシンボルにしたい」と述べまし
た。

森まゆみ氏 ・ 齋絢子氏との協働による現地調査
雄勝硯生産販売協同組合仮設工房開設に向けて、森まゆみ氏と
齋絢子氏との協働調査を 1 月 7 日に行いました。森氏は、震災以
前から東京駅舎保存活動を雄勝硯生産販売協同組合と行ってきて
おり、現状の雄勝の被災した姿の視察と、森氏を中心とする仲間
が新東京駅舎のスレート屋根材使用への提言活動と義援活動を
行ってきたことから、組合との調整を本プロジェクトが行いました。
今回は仮設工房開所式に合わせて現在ある雄勝石を活用したモ
ニュメントを作成するための調査と打ち合わせ等を行いました。
今後、お二人には住民対象のヒアリング調査や未利用材活用
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ワークショップ等に参画して頂く予定です。

東北工業大学 宮城学長による雄勝訪問
12 の初旬、本学の宮城光信学長が雄勝町を訪問されました。
雄勝硯生産販売協同組合や雄勝総合支所を訪れ、復興の歩みや
現状についてお話を伺いました。雄勝硯生産販売協同組合では
工場での作業の様子を見学することが叶い、石を切断するとこ
ろを見せて頂きました。また総合支所では将来の雄勝町ビジョ
ンを詳しくご説明いただき、学校の統廃合の内容や土地のかさ
上げ問題、防潮堤について、支所の産業振興課千葉次長とお話
をさせて頂くことができました。まだ道のりは長いかもしれま
せんが、雄勝地区の美しい風景、豊かな文化が生きる雄勝らし
い風土を守るため、私たちも尽力したいと思います。

石巻河北長面浦の漁村再生活動が受賞
復興庁他の主催による「eco japan cup & REVIVE JAPAN UP2013」
の表彰レセプションが、2014 年 2 月 14 日（金）に開催されました。
この賞は、エコビジネスや新しい東北への萌芽を育てる目的で設
立されたものであり、今年度は安全安心生活デザイン学科大沼正寛
研究室が支援している一般社団法人長面浦海人の「さとうら再生計
画」が、ライフスタイル部門で入選し、受賞式に出席いたしました。
宮城県北上川河口域の内海・長面浦は、豊かな自然に囲まれ、上
質な牡蠣が特産品ですが、東日本大震災で甚大な津波被害を受け
ました。漁業者が漁業の復興とともに、自然資源の回復をめざして、
一歩一歩活動を続けていることが評価されました。

おがつ店こ屋街 2 周年祭と留学生見学
11 月 16 日（土）、11 月 17 日（日）の２日間、おがつ店こ屋
街にて 2 周年祭が行なわれました。様々な出展ブースや雄勝中
学校の生徒や伊達の黒船太鼓保存会のほか、東日本大震災の被
災地支援をきっかけに交流を深めてきたアーティスト約２０組
が出演しパフォーマンスが行われました。その他にも、お神輿・
餅まき・抽選会などといった様々なイベントが行われました。
多くの人で盛り上がりました。祭り 2 日目には，本学に短期留
学で来ている中原大学（台湾）学生 3 名と建築学科学生 3 名の
雄勝地域見学がありました。おがつ店こ屋２周年祭、元桑浜小
学校、各浜を見学しました。
参加した学生からは「お祭りに参加して日本人の復興に対す
る精神とその強さを感じました。」、「日本人の頑張る姿を見て、
人間の希望を見ました。台湾も自然災害が多発なところ。皆さ
んと一緒に頑張っていくぞ！という気持ちを新たにしました。」、
「復興市での皆さんの頑張っている様子、楽しんでいる様子…日
本人の精神力、やる気は見事です。」と感想をいただきました。
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活動記録
2013
10/20

秋保木の家にて、みやぎ地場産品開発流通研究会展示会

宮城地域自治研究所の方々と復旧・復興について現地視察調査

10/25 雄勝資源調査と硯組合仮設工房に向けた機材類の調査
11/1 〜 12.3 秋保木の家「手しごと館」にて
11/2

みやぎ地場産品開発流通研究会展示会開催

津山木工芸品事業協同組合の工場にて展示台の打ち合わせ

11/14 復興大学地域復興支援ワンストップサービス事業

「復興大学地域復興支援シンポジウム 」にて

本プロジェクトを紹介

11/16･17 おがつ店こ屋街二周年祭の開催

11/16 河北新報記事掲載（石絵で雄勝に恩返し）
11/17 中原大学（台湾 ) からの留学生と

東北工大建築学科学生の被災地見学

11/25 「雄勝石産業の復活を核とした生産とくらしの

再生プロジェクト」ワーキング会議

11/27 河北新報記事掲載（手書き、硯文化を発信）
11/28 河北新報記事掲載（雄勝硯販路
12/4

東北工業大学学長

首都圏で開く）

宮城先生による雄勝訪問

12/10 「雄勝石産業の復活を核とした生産とくらしの
12/10

河北新報記事掲載（雄勝硯

再生プロジェクト」ワーキング会議
再生の拠点に）

12/27 雄勝いしのわプロジェクト Website 公開しました
12/28 河北新聞記事掲載（子どもら料理挑戦

誇り）

2014
1/6

森まゆみ氏による雄勝資源調査

1/7

Website にて新年のご挨拶

1/7
1/9

森まゆみ氏と齋絢子氏とともに雄勝資源調査と打ち合わせ
河北新報記事掲載（雄勝に元気取り戻そう 神楽）

1/20 雄勝スタディツアー報告会プログラムに参加（東北大）

仙台城南高等学校の開校記念オブジェ ( 昼 )

1/23 「雄勝石産業の復活を核とした生産とくらしの
1/27 石磨きボランティア⑬
2/6
2/8

2/14

再生プロジェクト」ワーキング会議

ヒアリングまとめ

とうほく伝統的工芸フェア 2014 に出展のお知らせ
石巻河北長面浦の漁村再生活動

「eco japan cup & REVIVE JAPAN UP2013」受賞
2/17 ヒアリングまとめ
2/19 ヒアリングまとめ

2/19 「雄勝石産業の復活を核とした生産とくらしの

再生プロジェクト」ワーキング会議

2/26

東北工業大学経済交流会で報告

3/12

みやぎ地場産品開発流通研究会会議

3/10

第 4 回雄勝いしのわプロジェクト実行委員会

( おがつ店こ屋街）

仙台城南高等学校の開校記念オブジェ ( 夜 )

編集後記
雄勝いしのわプロジェクト

初年度のプロジェクト活動を通して、かつての雄勝の姿が少し
ずつ見えてきました。雄勝地区の各浜による違いがあり、それぞ

〜雄勝石産業を核とした場づくり、モノづくり、人づくり〜

れの魅力を感じることができました。今後も引き続き調査活動を

発行元 : 東北工業大学

ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科

行い、その結果をもとにワークショップ企画や商品開発、販路拡
大等にどのように活かせるかを検討してまいります。より雄勝の

〒982-8588 宮城県仙台市太白区二ツ沢 6 番
TEL: 022-304-5592
FAX: 022-304-5591
MAIL: info@ogatsu-ishinowa.jp URL: http://ogatsu-ishinowa.jp/

魅力を活かした持続可能なまちづくりに向けて、雄勝の方々に寄
り添いながら取り組んでいきたいと思っております。
( 齊藤

＊本プロジェクトは「雄勝石産業の復活を核とした生産とくらしの再生」をテーマに
三井物産環境基金 2012 年度下半期活動助成（復興助成）の採択を受け活動を実施しています。

成一）
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