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おおさわ

仮 設住 宅か ら最 寄 の買
い 物ス ポッ ト﹁ ヨ ーク
タ ウン ﹂︒ 各店 の 代表
者 にメ ッセ ージ を 寄せ
ていただきました︒

○クリーニング「タカノ」受付
鈴木紀子さん（３５）
震災後、当店では多くの被災した服を受け付け
ました。誠心誠意、できる限りお預かりしたお
洋服を綺麗にさせて頂きましたが、苦労も多かっ
たです。特に津波で被災した服に付いたヘドロ
の汚れはなかなか落ちず、予想以上のしぶとさ
に会社全体で悪戦苦闘する日々が続きました。
当店は会員制ですが、その分セールやサービス
を多数ご用意しております。一同お待ちしてお
ります！

けいすけ

大澤 啓介さん（３０）
＝泉区

前職は茶道具販売の仕事をして
いました。扱っていたのは数百円
の中古茶碗から、茶室に飾る５０
０万円超の掛け軸まで千差万別。
「特殊、独特な世界」でした。

震災に遭った時は、まだ仙台白
百合女子大の４年生。厳しい就職
環境で決まらぬまま卒業を迎えま
したが、ハローワークで支援員の
仕事を知り、６月１日から一員に
なりました。
大学で専攻した人間福祉の学び
をいかしながら、相談活動を通じ
て人の力になれる職業に就けて、
夢のようです。ただ、いくら予備
知識や事前研修があっても、現場
でちゃんと対応できるかは別問題。
入居者の皆さんにどう接するか、

お待ちしています！

○美容室「Ｂｅ－ｃｏｏＬ」
佐藤隆則店長（２８）＝右端
美容という仕事を通じて、皆
さんがきれいになるお手伝い
をしたい。震災で気持ちが落
ち込むこともあると思います
が、そういう時ほどヘアサロ
ンで気分一新！ 罹災証明書
をお持ちいただければ、料金
を半額にします。スタッフ総
勢１１人、皆さんのお越しを
お待ちしています。

ヨークタウンあすと長町

○ヨークベニマル
岩城亨店長（４７）
店の強みは生鮮食料品の鮮度です。野
菜は近郊の農家と契約し、魚介も全国
各地からこだわって仕入れています。
「クッキングサポート」のコーナーも
店の売り。皆さんとの会話をヒントに
日替わりでメニューを提案し、調理の
デモンストレーションを見ていただき
ながら試食もしていただけます。調理
のスペースや器具が限られた仮設住宅
でも手軽においしく調理できる料理も
提案していきますので、毎日楽しみに
おいでください。

試行錯誤の毎日です。まだまだ人
生経験の浅い私ですが、皆さんと
の交流で視野を広げ、成長したい。
被災者の皆さんが少しでも安心し
て笑って暮らせる日が来るように、
私をこき使ってください！ よろ
しくお願いします。
【ここだけの話！】
以前、日本舞踊を習っていまし
た。中学、高校では美術部に所属
し、油絵を描いていました。仙台
市内の私立高主催の美術展で最優

○チャンスセンター
菊地里美さん（３５）＝左
青木悦子さん（５５）＝右
宝くじは夢をお届けする商品である
と同時に、売り上げの一部は公共目
的で利用されるので、買うことが社
会貢献にもつながります。「当たり！」
は突然やってきます。ご購入の上、
抽選日まで心の準備をしてお待ちく
ださい。「当たりますように」と心
を込めてお渡しします！

○あすと長町歯科
飯島進吾院長（３９）＝右端
患者さんの要望や生活スタイルに
合わせた治療を行うように心がけ
ています。痛くしない努力をして
いますし、怖くないのでご安心く
ださい。歯科も大事なのは早期発
見、早期治療です。被災した方の
中には治療費に公的援助が受けら
れる方も多いので、気軽においで
ください。

もっと人の役に立つ仕事がした
いと昨年１１月に離職。次の仕事
を探している最中に、支援員の仕
事を知り「これだ！」と思いまし
た。先輩や仲間の多くは、福祉や
生活支援のプロフェッショナル。
自分の知らなかった世界に触れる
毎日で、とても勉強になります。
人と接するとは言っても、支援
員の役目は営業とは大違い。戸惑
いは大きいですが、「顔を見るだ
けで元気になるよ」などと言って
秀賞を取ったこともあるんですよ。
シールや消しゴムなどモノを集め
るのも好きで、いまは付録を売り
にした「週刊○○」なんていう雑
誌をよく買います。

みなかわ

皆川

り

の

莉乃さん（２３）
＝泉区

○サンドラッグ
佐藤亮介副店長(２８)
震災当日は仕事をしていました
が、売り場の天井が間近に落ち
てきて、間一髪でした。気仙沼
市の実家は流されました。仮設
住宅に暮らす被災者の皆さんの
お気持ちもよくわかります。品
ぞろえに自信があります。皆さ
んの健康をバックアップします。
お困りのことがあればいつでも
お越しください。

もらえると、本当に力が湧いてき
ます。先輩の支援員に頼らなくて
も対応できるように、早くひとり
立ちすることが今の目標です。よ
ろしくお願いします。
【ここだけの話】
洋楽を聴くこと、映画を見るこ
と、洋服を買うことなど、カルチャー
全般に関心があります。汗を流す
のも好きで、ジョギングなどのほ
か、ブラジリアン柔道という格闘
技もやったことがあります。
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素顔に迫れ！
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三上 貴美子さん（３９）
＝宮城野区

秋田県鹿角市の出身です。青森
県弘前市で長く暮らし、６年前、
夫の転勤を機に仙台に来ました。
震災で石巻市にあった夫の会社が
壊滅状態になり失職。家計の事情
もあり、私も働かざるを得なくな

今年３月まで３年間、宮城野区

特に最初は皆さんに「何かしてあ
げたい！」という気負いが強く、
の保育園で保育士をしていました。
昨年秋ごろから、まったく別の仕 空回り。今は皆さんの何気ない話
事に転職するか、別の保育園で保 の中に、生活の課題や解決すべき
育士をするか、迷っていました。 問題点がないか、少し落ち着いて
そのさなかでの震災。ボランティ アンテナを張れるようになった気
アを経験するうち、支援員の職を がします。
それでもやはり、得意分野は子
紹介され、「やってみたい」と志
ども。いつか子どもが喜ぶような
願しました。
子どもと接するのは何ら抵抗は イベントを仕掛けたいですね。
ありませんが、仮設住宅を訪ねる 【ここだけの話】
東北学院大を卒業後、保育士に
のは当初、かなり緊張しました。
なりたくて聖和短大に入り直しま

昨年１２月まで３３年間、病院
の事務職をしていました。震災で
両親が住んでいた石巻市の実家は
床上浸水。片付けを手伝う間、避

さいとう

斎藤

せいいち

誠一さん（５９）
＝泉区

生まれは仙台ですが、東京の大

ても、それが皆さんの遠慮につな
がっては目指す信頼関係とは言え
学を卒業後、そのまま東京で就職。
アパレルメーカーを経て独立し、 ません。何でも遠慮なく言っても
スポーツ用品の製造・販売会社を らえるような存在になることが目
営みました。両親と暮らすことが 標ですね。
こうした見守り事業が認められ、
親孝行と思い、仙台に戻ったのが
５年前。学習塾の教室長などを務 全国に広がればうれしいですね。
【ここだけの話】
めました。
中学の時から永ちゃんファン。
いろんな職種の経験から、人と
矢沢永吉一筋です。高校２年から
接することに抵抗はない方だと思
いますが、それでも支援員の仕事 は毎年欠かさずコンサートへ。皆
は特別。入居者の方と仲良くなっ 勤賞です。東京に住んでいたころ
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絆支援員紹介
りました。
震災で暮らしが暗転し、落ち込
んだ時期もありましたが、この仕
事に就いてもっと大変な人がたく
さんいることを知り、自分が恵ま
れた方だと考え直しました。むし
ろ、支える側にならなければなら
ない。特別な能力もない自分にとっ
ては、お話をじっくり聞くぐらい
のことしかできませんが、それで
気持ちが少しでも楽になっていた
だければ幸いです。
目を見て話すことが、信頼につ

ながると思っています。最初は目
線をそらしていた方でも、徐々に
こちらを見てくれるようになった
方がいらっしゃいます。そんな変
化を励みに頑張ります。
【ここだけの話】
学生時代はバスケットボール部
に所属していました。趣味は買い
物。洋服や化粧品を悩みに悩みな
がら、じっくり品定めするのが好
きです。買い物は自分へのご褒美。
女としての自分も大切にしたいと
思っています。

した。趣味はテコンドー。ただし、
強くはありません。入居者の方に
以前、四葉のクローバーをいただ
きました。うれしくて、ずっと名
札のホルダーに入れて大切に持ち
歩いています！

さとう

佐藤

あきと

彬人さん（２７）
＝青葉区

難所のお世話にもなりました。津
波被災現場のひどさを体感し、自
分も少しでも被災者の役に立ちた
いと絆支援員に応募しました。
入居者の皆さんの元気な姿を確
認するのが役目です。何回もうか
がう中で関係ができ、「あなたた
ちも大変だね」「熱中症にならな
いように帽子をかぶってね」など
と声を掛けていただくと、本当に
ありがたいです。
皆さんの些細な不安や心配もしっ

かりくみ取って、さまざまな支援
制度につなげるなど、少しでも前
を向いて進めるように手助けした
いです。
【ここだけの話】
趣味といえるような趣味はない
のですが、ドライブや山歩き、ス
ポーツ観戦が好きです。女子サッ
カーなでしこジャパンの活躍は、
あきらめないで最後まで頑張る大
切さを教えてくれましたね。

は、武道館に5日間通い詰めてい
ました。今年も１２月、武道館に
行ってきます！ 永ちゃんの話題
なら、何でも振ってください！

お の で ら

小野寺

ひろかず

広和さん（４７）
＝青葉区

ださい。かわら版を配達中の情報ボランティア＠仙台のメンバーに声を掛けて、直接お伝
えいただいても結構です。
●今号の記事は、岩崎真実＠東北学院大、大島湧未＠東北福祉大、大泉大介＠河北新報ネッ
ト事業部が執筆。紙面レイアウトは小出洋人＠河北新報ネット事業部が担当しました。
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