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「石原慎太郎、やっぱり出馬するんかい」とテレビにつっ込みを入れ
ながら洗濯物をたたんでいる時に揺れた。そのとき臨月だった私は、
３歳の息子と抱き合っているだけで精一杯。窓ガラスの側にいるの
に、「ここに居たら危ない」とわかっているのに、 全く体が動かない。
強烈な揺れで家中をシェイクされている中、「止まれー！」と悲鳴を
あげながら叫ぶ私を見て、息子とお腹の子はどれだけ怖かっただろ
うか。揺れがおさまり外へ出て近所のおばちゃんを見つけ、しがみ
つく。「怖かったね」と優しく背中を撫でてくれるその手が、パニック状
態の私を落ち着かせてくれた。 電気が復旧するまで小学校の体育
館でお世話になったが、引っ越したばかりで知り合いも少なく、ただ
ただ心細かった。大きいお腹をかかえ、オロオロしている私を見て、
周りの人は「大丈夫？」と声をかけてくれたり、息子にジュースをくれ
た。 「人って温かいんだ」と心から思った。
大停電の夜、小学校の敷地内に止めた車へ荷物を取りに行くときに
見上げた夜空の星は、これでもか！ってくらい綺麗だった。皮肉なも
んだ。悲しみに包まれたままそこから抜け出せない人がまだまだ沢
山いる。少しずつでも笑顔が増えていきますように。（あきんこ）

ＤＪＤＪＤＪＤＪchiyochiyochiyochiyoの「音楽のない人生なんて！」の「音楽のない人生なんて！」の「音楽のない人生なんて！」の「音楽のない人生なんて！」

皆さんこんにちは「ミサイルほどのペンを片手に面白いことを沢山したい」♪
（ｂｙ：THE BLUE HEARTS「1000のバイオリン」）、なんちゃってＤＪのchiyoです。
このコーナーでは皆さんが少しでも元気なるような曲を紹介して行きたいと
思っています。皆さんもおすすめの曲があったら是非教えて下さいね！
さて最初の曲はサンプラザ中野くん＆向谷倶楽部の復興ソング

「地震が「地震が「地震が「地震が来来来来たら」たら」たら」たら」。タイトルはドキっとしますが「地震が来たら火を消そう

だけど心の灯は消すな」と始まるとても温かい曲。もしまたその時が来たら恐
ろしいですが、できるだけ悪夢ばかり語らず前へ進んで行きたいです。
（この曲は無料配信しています）

次の曲は、ともぢさんの子育て応援歌、初田悦子「きみのママより」「きみのママより」「きみのママより」「きみのママより」。

母親になったら自分の夢など追ってはいけないかと思っていたのですが、正
直に生きていく姿を子供は見ていてくれる気がして、元気がもらえる曲です。

3曲目は、あきんこさんオススメ、くるりの「三日月」「三日月」「三日月」「三日月」。曲の最後の二行のフレーズにしびれる

とのこと。ほんと辛さを優しさに変えられたら…、とおもう素敵な曲ですね。

最後は、チャップリン映画「モダン・タイムス」から生まれた名曲「「「「smilesmilesmilesmile」」」」。「辛いときこそ微笑ん

で、そうすればきっと、人生がまだ素晴らしいものだとわかるはず」というようなメッセージと、優
しいメロディが心の傷をそっと撫でてくれる気がします。ちなみにこの曲はアメリカの大恐慌時代
に大きな希望を与えたそうです。心の底から笑うことはまだ無理でも、微笑みを絶やさないでい
ればいいことあるかもしれませんね。ではまた次回、お会いしましょう！（chiyo）

「「「「オヤタマオヤタマオヤタマオヤタマ」」」」創刊創刊創刊創刊によせによせによせによせてててて

「未曾有」の大震災が私達を襲っておおよそ半年。仙台の街
を歩くと、一見生活は元通りになったかのように見えますが、そ
の爪痕はまだまだ深く、果てしなく広いものだと度々思い知らさ
れます。私達は以前「ひろがる東口マップ 探検！ママのまち」
という小冊子を作ったグループなのですが、その中の大切なマ
マ友仲間が、引っ越したばかりの陸前高田で津波の犠牲にな
り、帰らぬ人となってしまいました。

表紙の女性、鎌田咲子［かまたさきこ］さん（享年31歳）です。
旦那様の吉将［よしまさ］さん、3歳のあずちゃん、生後たった2
か月だった大亮［おおすけ］くんも家族そろって天に召されてし
まいました。
「岩手はなんもないけど、いい人多いから楽しんで来て」と送り
出したのに、高田松原があんなに荒れ狂うとは想像だにしなく、
岩手県出身の私は申し訳なく、悔しい気持ちでいっぱいです。
それでも、悲しみにくれてばかりいてはいけないと思い、みんな
で少しずつ、歩み出しています。7月～8月にかけては、鎌田さ
んのご実家の素敵なご家族、彼女のお蔭で繋がった心優しい
沢山のママさん達とも一緒に、 祈りを込めて七夕飾りを作りま
した。亡くなった鎌田さんはいつも笑っている、本当に素敵な
人でした。そのお母様の、「皆さんの前では笑っていたいんで
す、あの子めそめそしてるの喜ばないと思うから」という言葉で
私達は心に再び火が灯りました。そこで、 私達はこの大震災
を、彼女一家を含め、沢山の方々の時が止まってしまったこと
を決して忘れずに前に進んで行くことを決めました。
まずはこのフリーペーパーから。「親（オヤ）」であることも楽しん
でる私達から、「魂（タマ）」を込めて発行していきます。現在子
育て世代以外の皆さんにもお手に取っていただければ幸いで
す。ともに、少しずつ、前へ。人の力を信じて。（chiyo）

♪ばななのオススメカレールウ♪
★★★★宮城野区原町宮城野区原町宮城野区原町宮城野区原町 CafeCafeCafeCafe PalmyraPalmyraPalmyraPalmyra（（（（カフェカフェカフェカフェパルメイラパルメイラパルメイラパルメイラ））））「「「「固形固形固形固形ルウルウルウルウ」」」」
カレーがおいしいカフェで販売しているオリジナルのルウ。
震災時、冷凍保存してあったこのルウを使って、実際に作りました！
ちょっぴりスパイシーなパルメイラカレー、おすすめです。
店頭やイベントでの販売の他、お取り寄せも可能。
★★★★オーサワオーサワオーサワオーサワジャパンジャパンジャパンジャパン「「「「オーサワオーサワオーサワオーサワのカレールウのカレールウのカレールウのカレールウ」」」」
植物性原料で作られたベジタリアン仕様のルウ。辛さはほとんどないので、
子どもでもモリモリ食べられます。自然食品店などで購入可。

１、野菜を適当な大きさにカット

２、炊飯器の内釜に肉と野菜を入れ水を満たす
※このあとの加熱により水分が蒸発するので
使うルウの量に適した水分量をまず入れてみて
内釜のどのあたりまでになるのかを覚えておくとグー！

材料 ＜４人分＞
肉（牛ｏｒ豚カレー用）：２００ｇ
じゃがいも：中３コ
にんじん：小１本
たまねぎ：中１コ
カレールウ：１００ｇ前後

３、炊飯器のスイッチオン！
約２０分加熱する

※機種によっては途中でスイッチが
切れることもあるかも。
その場合は再度炊飯スイッチを
入れて加熱してみて

４、ルウを溶かし入れ、
５分ほど加熱とろみ
がついたら完成

オマケ

「オヤタマ」スタッフが気になる
秋に行ける東北のイベントをあつめました。

東北どーでしょう？

だいたい100人のママに聞きました！
Q気になっている、おでかけスポットはどこですか？

キッザニア東京／キッザニア甲子園／三鷹の森ジブリ美術館／USJ／鉄道博物
館／アドベンチャーワールド／リナワールド／安曇野ちひろ美術館／トーマスランド
／サファリパーク／沖縄美ら海水族館／ハワイ／岩手県立児童館いわて子どもの
森／福島市こどもの夢を育む施設こむこむ／もぐらんぴあまちなか水族館／城崎
マリンワールド／いわむらかずお絵本の丘美術館／庄内夕日の丘オートキャンプ場
／養老天命反転地／AKB48劇場／旭山動物園／川崎工場夜景バスツアー／
屋久島／ホストクラブ／オカマバー

出出出出せないせないせないせない手紙手紙手紙手紙 「「「「星星星星になったになったになったになった鎌田鎌田鎌田鎌田さんへさんへさんへさんへ」」」」
鎌田さん、今でもあなたがいなくなったことが信じられないよ。
どうしてこのタイミングで引っ越ししてしまったのか、どうして海の
そばに住まいを構えたのか、そしてどうして震災が起きたのか、
浮かんでくるのは「どうして」ばかり。でも、一番「どうして」っ
て思っているのは鎌田さん自身だよね。まだまだやりたい事があっ
たはず。思い描いていた未来があったはず。
先日、あなたのご両親にお会いしたんだよ。お辛い状況なのに、
私たちに会いたいとまで言ってくださって、たくさんお話を聞かせて
もらったよ。私たち、いつも作業に追われていて、プライベートな
ことは全くと言っていいほど話してなかったんだなって改めて思っ
たよ。学生時代のこと、独身の時にどんなお仕事していたか、旦
那さまとの馴れ初め、好きなお料理の話・・・・ もっともっと語
り合いたかったね。
あなたの名前に使われている「咲」という字は「笑う」っていう意
味があるんだって。先日初めて知ったけど、いつも笑顔でまわりを
明るく和ませてくれていたあなたを思うと納得だね。どうか天国で
もその笑顔のままでいてね。（ばなな）

お使いの炊飯器の機種によっては米
以外の使用が厳禁だったり、エラー
が出て加熱できない場合もあるかも
しれません。うまく出来なかったら。
ごめんなさい・・。

編集後記「 編集後記「 編集後記「 編集後記「ええねん ええねん ええねん ええねん通信」 通信」 通信」 通信」まずはじめに、多くの方々から復興メッセージ
をいただきました。ありがとうございました、（裏面にたくさんの復興メッ
セージがあります。ぜひご覧ください！）震災で人生観が変わったという
人は少なくないと思います。自分一人の力では、きっと誰の心も動かせ
ないけど、このメンバーだったら、もしかしたら世界を変えることができる
かもしれない。そんな希望を持ってもいいよね！！（あきんこ）

→もりおか映画祭2011

10/21-10/23＠盛岡市内4映画館

→しずくいし軽トラック市
毎月第一日曜＠よしゃれ通り

→高畠ワイナリー秋の収穫祭
10/7-10/10＠高畠ワイナリー

→みちのくこけしまつり
10/1-10/2＠山形県芸文美術館

→八代亜紀アートの世界展9/17-10/16＠青森県立郷土館
→ハロウィンフェスタＩＮＭＩＳＡＷＡ10/16＠三沢市内アーケード内
→十和田駒フェスタ10/15-10/16＠十和田市中央公園緑地

→本場大館きりたんぽまつり
10/8-10/9＠長木川市民広場

→ジャンボうさぎフェスティバル
10/15-10/16＠大仙市中仙総合支所

→舞台「オーデュボンの祈り」
10/25＠電力ホール

→「せんだい大鉄道博」
9/16-10/10＠ＴＩＣビル

→福島復興支援フリマ夢市
9/25＠ＡOZアオウゼ交流広場

→いわき凧揚げ大会
9/25＠いわき市四倉海岸
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Cooking
こんな作り方もアリ！？
ガスなし調理で非常時にも役立つかも
お料理レシピ byばなな

今回は、金子みすゞ童謡集

「わたしと小鳥と「わたしと小鳥と「わたしと小鳥と「わたしと小鳥とすずすずすずすずと」と」と」と」（JULA出版局）を紹介します。

私とみすゞとの出会いは、ちょうど阪神大震災のあった年。
職場の先輩に貸してもらったこの童謡集でした。
みすゞの魅力は、読むときの自分の気持ちや状況によって、
いろいろな感じ方ができることだと思います。
しみじみと共感したり、勇気づけられたり、
悩みがふっきれたり、元気がでたり・・・。
（結局私は、その５年後に「明るいほうへ」「このみちをゆこうよ」
とともに購入しちゃいました）
前に読んだときには気にも留めなかった童謡が、
次に読むとなんだか妙に心に残ったりするのです。
最近、私のこころに響いた童謡は「あした」「わらい」です。
みすゞの童謡は、この本以外にも
いろいろ出版されている（絵本もあります）ので、
ぜひ一度は手にとってみてください。
必ず、今のあなたにぴったりの童謡に出会えるはずです。(もっち)
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「オヤタマ」スタッフオススメの音楽、本、お料理レシピを紹介します♪
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ラブママさん ラブママさん ラブママさん ラブママさん作:chiyo

告知！！
告知！！
告知！！ 告知！！ 「オヤタマ」

「オヤタマ」
「オヤタマ」
「オヤタマ」参加型 参加型 参加型 参加型写真展 写真展 写真展 写真展2011 2011 2011 2011
開催予定につき、思わず笑顔に
なってしまう写真を募集します。
詳細は、別途チラシ等にて。
（気になる方は下記アドレスまで！）

発行：ハッピーママ[親魂部]2011/09/11(vol.01)

ご意見・ご感想・お問い合わせはこちらまで
oyatama.smile@gmail.com

Special thanks：のびすく仙台の鎌田さんと一緒にボランティアされていた皆さん、
鎌田さんと仲良しだったママさん達、榴岡児童館の職員の皆さん、榴岡子育て支援
クラブ「ガーネット」の皆さん、中央市民センターの職員の皆さん、利商印刷さん
応援してくださった全ての皆さん・・・and more!

→二本松のちょうちん祭り
10/4-10-6＠二本松神社

→飯坂けんか祭り
9/30-10/2＠八幡神社

募集！！ 募集！！ 募集！！ 募集！！

あなたの投稿で「オヤタマ」を

盛り上げてください！

各コーナーへの投稿募集！

誰にも言えない気持ち・・・

復興メッセージ！

とっておき情報など・・・

私たちに向けて発信してください！

oyatama.smile@gmail.com

ＴＡＫＥＦＲＥＥ

「あなたなら、また何かを
やってくれそうな気がする」

そう言葉を残して、天国へ旅立ってしまった友人。
だから「オヤタマ」つくりました。

笑顔を取り戻そう元気になるフリーペーパー


