
What’s New

What is IAC ?
International Affairs Center (IAC)は、来日間もない海外機関から着任された研究
者へ、仙台で最初の生活基盤を整えるサポートを行っています。
サポート内容の詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html

～生活情報誌のご案内～

先日、外国人研究者にアンケートを実施したところ、多くの研究者が生活情報で知りたいこと
として、「イベント」、「観光情報」、「文化情報」などの回答を頂きました。
ＩＡＣではオフィスの前に生活情報誌のラックを設置しており、色々な情報を提供しています。
全て無料で配布していますので、ご自由にお持ちください。

＜地 図＞
１．Sendai Shopping Map
２．Sendai City Map
３．Sendai City Guide Map

＜観 光＞
１．Journey in Miyagi
２．LOOPLE SENDAI (BUS GUIDE)
３．仙台観光マップ（日本語）
４．るーぷる仙台（日本語）
５．仙台まるごとパス (Unlimited rides with Maru Pass)
６．Oku no Hosomichi (Miyagi Prefecture ～ Yamagata PrefectY
７．Yamagata Guide Map
８．Museums in Yamagata
９．Green Tourism Affiliate Map (Yamagata)

＜総 合＞
１．仙台生活便利帳 (Life in Sendai)

＜歴 史＞
１．The Wonders Behind the Keicho Envoy Mission
２．Kanetsugu Naoe, wise general of the Uesugi Clan

＜その他＞
１．JR時刻表 ２．Help Card in the case of an emergency

□■ラックには下記の情報誌があります■□
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Sendai Living Information

■イベント情報 ～仙台七夕まつり～

毎年、8月6、7、8日の3日間は、東北三大まつりのひとつ
「仙台七夕まつり」（地元の方は、“たなばたさん”と呼ぶそうです）
が開催され、全国各地から、豪華絢爛な手作り七夕笹飾りを一目
見ようと、たくさんの観光客が仙台市に押し寄せます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

■開催日： 8月6日（土）～8日（月）
■場 所： ハピナ名掛町、クリスロード通り、おおまち商店街、

一番町４丁目方面、サンモール一番町

※前夜祭 第47回仙台七夕花火祭
■開催日時： 8月5日（金）19：00～20：30
■場 所： 東北大学百周年記念会館（川内萩ホール）敷地内
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

一般的な七夕は7月7日の行事として各地に広まりましたが、仙台七夕は、旧暦年中行事が本来の
季節からずれてしまうという理由から、新暦のひと月遅れである8月に開催しているのだそうです。

そもそも七夕とは、日本で季節の変わり目等を祝う年中行事「五節句」のうちの一つで、7月7日の七
夕（たなばた）で、「しちせき」と読む場合もあります。

昔は、夏に「棚機女（たなばたつめ）」と呼ばれる乙女が「棚機」（たなばた）という織り機を使って着物
を織って棚にそなえ、神さまを迎えて秋の豊作を祈願したり、人々のけがれを祓う行事をおこなって
いました。やがて仏教が伝わると、この行事はお盆を迎える準備として、7月7日の夜に行われるよう
になりました。

仙台七夕まつりの始まりは、おおよそ400年前の江戸時代初期・仙台藩主伊達政宗時代まで遡りま

す。（この時、既に和歌に詠まれていたそうです。）当時は、子女の技芸が上達するようにという目的
から七夕行事が奨励され、年中行事化していきました。その後は、旧暦から新暦への変更や、戦争
による不景気が原因で、七夕習慣の衰退はありましたが、終戦の翌1946年に、52本の竹飾りが一

番町通りの焼け野原跡に立てられ、それが仙台七夕まつりの復活となり、今日に至ります。そんな
古からの歴史を感じながら、進化し続けた仙台七夕を、ぜひ心行くまでお楽しみください。

★☆★七夕の七つ飾りについて★☆★
①短冊（たんざく）：学問や書道の上達を祈願
②吹き流し（ふきながし）：機織りの上達を祈願
③折り鶴（おりづる）：家内安全と延命長寿祈願
④投網（とあみ）：豊漁祈願と、その年の幸運を集める
⑤屑籠（くずかご）：七夕飾りを作る際に出た紙屑等を入れる。物を粗末にせず、倹約を願う
⑥巾着（きんちゃく）：節約や貯蓄を願う
⑦紙衣（かみごろも）：裁縫の上達と、子供の成長祈願、病や災いの身代わり

七夕笹飾り（吹き流し）
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地元にお帰りの際、ご家族やご友人の方々へのお土産として、
話の種として、仙台銘菓はいかがでしょうか？

～ ふじや千舟 支倉焼 ～
地元では有名な仙台の銘菓、支倉焼は、フレッシュバター、卵、ざらめ、粉でさっくりと焼き上げたか
わの中に、クルミのアクセントがきいた白あんが入った和洋菓子です。
戦地から引き揚げた先代が、現在本店がある場所に煙草屋「ふじや」を開業したのが昭和24年。店
には煙草の他、パンやキャラメル、チョコレート等も置いていたため、向いにあった宮城学院(今年
創立130周年のプロテスタント系の教育機関。現在国際ホテルがある場所に、当時は女子中学校・
高校・大学がありました。) の学生さん達がよく利用していたそうです。昭和29年から和菓子の製

造・販売も行うようになり、今までにないオリジナルな菓子を作りたいという思いから、試行錯誤の
歳月を経て、昭和33年に完成した支倉焼。先代から受け継がれた作りを今も守り、一個一個菓子
職人が手作りで仕上げているそうです。

厳重な品質管理によって、保存料などの添加物を一切使用しないで、常温で１週間以上品質を保
持できるとのこと。しっとりとして、上品な甘さはコーヒーにもお茶にも合いますので、是非お試しく
ださい。【賞味期限】製造日より10日（製造日含む）

※店舗情報 ：本店：仙台市青葉区中央4-7-18 （営業時間 8：00～19：00）
その他、仙台三越店、藤崎店、エスパル店、ザ・モール店があります。
ふじや千舟HP: http://www.fujiya-senshu.co.jp/

＊「支倉」とは、今から四百余年前、スペイン領国との通商交渉のため、伊達政宗の命により仙台
領月ノ浦から船出した慶長遣欧使節・支倉常長のこと。東西交流のため奔走した常長の偉業を思
い、和洋織りなすこの菓子の名に冠したとのこと。（HPより。）

■イチオシ手土産情報

■暮らしの知恵 ～打 ち 水～

打ち水の起源は江戸時代まで遡り、庶民の知恵として現代に受け継がれています。

打ち水には、「その場を涼しくする」だけではなく、「場を清めるという神道的意味合い」、「来客への
心遣い」そして「道端の埃をしずめる」という効果もあります。

2003年からは、ヒートアイランド対策に江戸時代の庶民の知恵を活用しようと「いっせいに打ち水を
行う」という打ち水大作戦が開催されており、今年の全国打ち水強化月間は7/22-8/23です。この「一
斉打ち水」により、2度温度が下がったとの記録も残されています。

参加人数は約600万人！ 皆さんも強化月間に打ち水をしてみてはいかがですか？

※打ち水の方法：

諸説あるが、効果が長持ちするのは、朝夕の日が高くない時間帯に日のあたっていないところに
行うのがよいとされる。二次利用水（風呂の残り湯等）を使うことで環境を考慮することが望ましい。

※打ち水の効果：
気化熱（水が気体になるときに周囲から吸収する熱）によって
地面の熱が大気中に逃げていく効果を利用したもの。
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■とっておきの日本酒 ～Japanese SAKE～

今月は、宮城県大崎市の「一ノ蔵」をご紹介いたします。

株式会社一ノ蔵は、1973年に、宮城県内の歴史ある４つの醸蔵が企業合同
して誕生しました。創業当初からの、“手づくりの仕込みを残し、高品質の酒
を造る”こだわりは、伝統の技とともに現在でもしっかりと守られています。

一ノ蔵では、地元の宮城県産米を使用し、酒の特徴に合わせて１０種類の米
を使い分けているそうです。さらに、仕込水は地下１００ｍ以上掘り下げた、
大松沢丘陵地にある自社井戸の地下水を使っています。

右写真の「一ノ蔵ササニシキ純米大吟醸 清酒」は、地元ササニシキ
１００％を使用し、ただでさえ小粒のササニシキを４０％まで精米、おいしいと
ころだけを選んで造られたお酒です。その米が持つ旨みがしっかり強調され、
吟醸香の上品な香りが調和し、たんへん飲み口のよい酒に仕上がっていま
す。開封してすぐ飲むのもいいですが、一日置くと、また違った味が楽しめま
すよ。

※株式会社 一ノ蔵
http://www.ichinokura.co.jp/index.html

■グルメ・レストラン情報 ～ひょうたん揚げ～

見た目はひょうたんの形をしたアメリカンドッグですが、中には仙台名物のかまぼこが陣取って
おり、多いときでは1日4000本もはける仙台のソウルフード。かまぼこを食べる機会の少ない若
い方に手軽に食べてほしいとの思いから、1985年（昭和60）5月に開催された第1回仙台青葉ま
つりを機に初お目見え。以前は年に1回のお祭りでしか味わうことが叶いませんでしたが、ひょ

うたんに似たそのルックスも手伝ってか、今では老若男女みんなに愛される仙台名物となって
います。

なお、串に「（当たり）」がついているともう一本サービスしてもらえるとのこと、皆さんもお腹を満
たしつつ、運試しをしてみては？

【店舗案内】
・阿部蒲鉾本店（住所：宮城県仙台市青葉区中央2-3-18、10：00-19：00）
・阿部かまひょうたん揚げ店（仙台駅中央2F、9：00-21：00）
・Koboスタ宮城店（Koboスタ、楽天イーグルスホームゲーム開催時）

（当り）
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My Hometown

第2回 エグリ（フランス）
原子分子材料科学高等研究機構
栗原研・産学官連携研究員
レカドレ フロリアンさん
在日歴（在仙歴）：1年6か月

－第1回のインタビュイー、サハールさんからご紹介いただきましたフロリアンさんにお話を伺い
たいと思います。フローリアンさんの故郷、フランスのエグリという町ですが、実は聞いたこと
のない地名だったので、事前にインターネットで検索してみたのですが、情報がほとんど出て
こなくて驚きました。

エグリはパリから南へ約25キロの場所にある、面積4 km²程、人口約5,482名（2014年）の小さ
な田舎町です。町にはl'Orge（麦）という川が流れていて、湖もあります。

－4 km²ですか。それは随分小さな町ですね。フローリアンさんはここで生まれ育ったのですか？
エグリには大きな病院がないので、生まれたのは近くの町です。私が１歳位の時に両親がエグリ
に家を建て、家族で引っ越しました。それから仙台へ来るまでの２７年間、ずっとエグリの実家で
暮らしていました。

実家近所の森の散歩道

エグリ自体には観光名所もなく、特にこれと言った見所はあり
ません。強いてあげるなら、19世紀に町で使われていた洗濯
場跡位でしょうか。しかしエグリから1時間以内のドライブで、

多くの有名な観光スポットやフランスの重要な研究施設やス
ポーツ施設、学校等に行くことが可能です。あらゆるものが
揃っていて、アクセスが大変いいです。パリは車で30～40分

位で行けます。

－なるほど、エグリはパリのベッドタウン（commuter town）という感じ
なのでしょうか。

ドゥルダンの中世のお祭り

そうですね、例えば仙台で言えば名取の様な感じですね。

－それではエグリの近場のお勧めの場所をおしえていただけます
か。
エグリの近くの町々には、森と城が点在しています。フランスの３大
宮殿の一つで、11世紀から700年に渡り、ナポレオンをはじめとした

時の支配者達が過ごした宮殿があるフォンテーヌブロー（世界遺産、
車で南東へ30分）、要塞の城があり、中世のお祭りが楽しいドゥル
ダン（車で南へ45分）、そして皆さんご存知のベルサイユ（車で西へ
45分）等があります。
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My Hometown

フォンテーヌブローには森があるのですが、森の外れに隣接するバルビゾン村は、名画「落穂拾
い」や「晩鐘」を残したミレー等、農民の風俗や素朴な風景を描く画家達が定住した小さな村で、
ミレーのアトリエや、当時ドラクロア等著名な画家が愛用していた宿屋が「バルビゾン派美術館」
となって今も残っています。

また、別の隣接の町、ミリー-ラ-フォレは、中世から薬草の産地として知られていますが、ジャン
コクトーが晩年を過ごした家や、彼が手がけた洒落た礼拝堂がある小さな町です。1479年に造
られた市場では、今もなお毎年6月初めに、ハーブ専門のマルシェが立ちます。それから、ベル
サイユとエグリの間に、オルセーとサクレーという町があり、ソレイユ（Spring8の様なシンクロトロ

ン実験施設）やエコール・ポリテクニーク、サクレー研究所をはじめとする研究施設や学校が多く
点在します。

－アートな町、大変興味深いです。また、お話を伺っていると、アグリは科学施設にも近く、科学
を志す人にとっても環境がよいところの様ですね。町のホームページを拝見したのですが、町
には小学4年生、5年生から選ばれた29名からなる子ども市議会が存在し、実際に活動している
そうで、子育てにもよさそうな町ですね。

いい質問ですね。何でしょう？（笑）昔、町の人はよそ者を信用せず、よそ者に対して狼の様な
冷酷な仕打ちをした。その様な人間の悪い部分を忘れないよう、戒めの意味で作り物の狼を燃
やすようになった・・・そんな感じではないかと思います。子どものお祭りです。エグリの町の紋章
は狼と百合の花なんですよ。

はい、私も気に入っています。あとは、湖でのお祭りもあります。稚魚を放流して魚釣りをしたり、
カヌーも楽しめます。小さい頃は冬になると、母にスケートに連れていってもらいました。昔は
湖に氷が張って、スケートができたのです。

そうですね。小さな町ですが、生活に必要な店や施設
は一応ほとんどありますし、町では様々なイベントも開
催されています。
6月4日・5日の週末には、年に一度の狼祭りが開催さ

れました。麦わらで作った狼を燃やすお祭りです。お祭
りでは、ファーマーズマーケット、バル、花火、ゴーカー
トやコンサート、ポルトガルフォークダンス等の催しが楽
しめます。

－フランスらしいユニークなお祭りですね。お祭りの由来をおしえてもらえますか？

－かっこいい紋章ですね。
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My Hometown

－自然の中で楽しめるスポーツ、いいですね。次は食べ物についておしえてください。
エグリの郷土料理はありますか？

エグリの郷土料理というのは特にないのですが、
フランスの郷土料理は色々あります。フランスに
は肉が沢山あるので、私達はチーズやハム、パ
テ、ソーセージ等を含め、肉をよく食べます。特に
牛肉は日本と比べてとても安く手に入ります。こ
れはホームパーティーでの写真ですが、肉のフォ
ンデュです。

肉のフォンデュ

－この料理は何ですか？

これはEndives au jambonです。この野菜、日本では見かけないですが、塩コショウしたこの野
菜丸々一つをハムで包んで、ホワイトソースとチーズをのせてオーブンで焼いた料理です。き
つね色に焦げ目をつけて食べると美味しいんですよ。これらの料理は熱々を食べるのが美味
しいですが、年中季節を問わず食べます。
フランス人は冷蔵庫を開けて、そのときあるものでささっと料理を作ります。

－おいしそうですね。この野菜、チコリですね。最近は日本のスーパーでも見かけますよ。
ほろ苦い野菜ですね。

チコリは火を通すと苦みが和らぎます。
久しぶりに食べたくなってきました！

Endives au jambon

－簡単そうなので、私も家で試してみたいと思
います。ワインにも合いそうですね。

今日はエグリと近隣の町々についての興味深
いお話をありがとうございました。

2016年6月2日
AIMR本館コンビネーションルームにて
インタビューアー： 鵜浦 さやか

－町の外れに森と湖がある。素朴で素敵なフランスの田舎の情景が目に浮かびます。 狼も出てき
て、ペローの童話「赤ずきん」の世界みたいですね。

はい、そのとおりです。しかし、フォンテーヌブローの
森はそれだけではありません。この森は、ボルダリン
グの聖地であり、私もよくボルダリングをしに行きまし
た。安全のため、クラッシュパッドと言う携帯式のマッ
トを背負って持っていきます。この森にはハイキング
コースもあります。また、ピクニックを楽しむにも最適
です。
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Share your ideas!

■以下の情報をお持ちでしたら、ぜひAIMRの教職員の皆さんと情報をシェアしませんか？
皆様の情報、お待ちしてます！

・『母国に、地元に帰る際に必ず買っていくお土産はなんですか？』
・『本当は教えたくないんだけど・・・行きつけのランチ場所はありますか？』
・『外国人研究者も集いやすい飲み屋さんを知っていますか？』
・『その他、皆さんとシェアしたい情報ありますか？』
・『母国にあるおススメのレストランはどこですか？』
★情報提供者には粗品プレゼント！

Contact:
Tohoku University IAC Office
E-mail: iac@grp.tohoku.ac.jp
Tel / Fax: 022-217-5971/6343
Address: 2-1-1 Katahira Aoba-ku

Sendai city, Miyagi
Member: from left
①Chief, Hiroshi OIKAWA
(with Katori-senko:香取線香)

Staff: ②Ms. Natsumi HONDA
③Ms. Sayaka UNOURA

(with decorations of Tanabata:七夕飾り)
④Ms. Kanako TANNO

(with handheld fireworks: 手持ち花火)

■アンケートにご協力ください

IACでは外国人研究者に対してアンケートを実施しております。皆様から寄せられたアンケート内容

をもとに、充実したサポートを提供していきたいと思いますので、アンケートへのご協力のほど、よろ
しくお願いいたします。

以下URLよりご回答ください↓ m(_ _)m  無記名式で簡単に回答できます。

URL：http://goo.gl/forms/aYwX2iLbfa

■日本語講座案内

メールマガジン１号から３号では、基本的な日本語の挨拶をお伝えしました。

アンケートから、より多くの外国人研究者が日本語を学びたい願望があることを知り、今回は仙台で
行われている日本語講座を案内したいと思います。

下記のリンク先には無料で日本語を教えてくれる団体もあります。

（総合情報）
http://www.sira.or.jp/japanese/life/japanese_lesson.html
（お薦め講座）
http://www.sira.or.jp/japanese/life/japanese_lesson1.html

①
④

②③
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