
気仙を元気に！ 私たちは市民活動団体による被災者支援の情報紙を発行しています。   TEL 0192-47-3271 

 

第２回無料法律相談 が開かれます 
要予約、電話はお早めに  １１月５・６日 三鉄盛駅「ふれあい待合室」  
 

１０月初めに気仙の復興をめざす市民の拠点とし

てオープンした、三鉄盛駅「ふれあい待合室」で、

１１月５日・６日(土・日)の両日、ＮＰＯヒューマンラ

イツ・ナウが主催する第２回無料法律相談が開か

れます。 

 要予約・必ず電話してください  

時間帯は５日が午後、６日が午前中。今回、担当

する弁護士さんはお一人だけなので、予約が必

要です。相談ご希望のかたは、あらかじめ「ふれ

あい待合室」あて、電話をお願いします。 

個室での相談となりますから、相談内容が外部に

漏れることはありません。お待ちいただくスペース

もあります。どうぞお気軽にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

劇団「ともえ座」復興イベント 速報     

１０月２４日  盛町カメリアホール ３００人の大盛況 芝居と舞踊に大喜び 
 
10 月 24 日（月）午後、盛町のカメリアホールで、

宮城県栗原市を中心に、温泉・観光地などでひろく公

演活動を行う有名な旅芝居の一座「ともえ座」の公演

が行われました。主催はＮＰＯ法人「夢ネット大船渡」

で、当日の会場は３００人の観客で大盛況でした。 

公演は、五葉山の山伏・菊池住職のホラ貝を合図にス

タート、座長の石川陵山さんの司会で、夢ネット・岩

城理事長の挨拶のあと、舞踊・芝居・歌謡ショーと進

行。震災後、初めて見る芝居ステージという人が大半

で、笑顔と涙の人情芝居、楽しい歌や踊りに大喜びで

した。 

当日、都合で参加できなかった人のために、次号の「復

興ニュース」で、豪華絢爛ステージ写真をお目にかけ

ます。お楽しみに… 
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       日時  １１月５日(土)  午後２時 ～ ４時 

                ６日(日)  午前１０時～正午 

  主 催  ＮＰＯ法人 ヒューマンライツ・ナウ 

  協 力  ＮＰＯ法人 夢ネット大船渡 

  予 約  ０１９２－４７－３５４２ 三鉄盛駅ふれあい待合室 

 



講演会「シニアが元気！地域も元気！」    

１０月１９日 リアスホールで 夢ネット大船渡 岩城理事長が講演 

 
県の高齢者社会貢献活動サポートセンター主催によるセミナーが、１０

月１９日(水)午後に大船渡市のリアスホールで開かれ、「シニアが元気、

地域も元気」をテーマにＮＰＯ夢ネット大船渡の岩城理事長が講演。 

高齢者が生きがいをもって

過ごせる地域づくりと、その

ための活動についてスライド

画像を用いて説明しました。 

会にはおよそ７０人ほどが参

加し、岩城さんの基調講演

のあと、気仙地域で視聴覚障害者をサポートする「音声訳オー

プンハート」と、日頃市地区で桜の植樹や環境整備を行う「寺

町桜をそだてる会」の活動が、それぞれの中心メンバーから紹

介されました。 

神戸市 須磨浦商店街婦人部 の皆さまから 励ましのメール 
 

１９９５年、関西地方を襲った阪神淡路大震災をご記憶の方も多いと思います。 

多くの建物が倒壊し、火災も発生、６千人をこえる人々が犠牲になりました。 

その震災から１６年。辛く悲惨な体験から、力づよく復興を果たした神戸市須磨区の須磨浦商店街婦

人部のみなさまが、今度は東北・気仙の被災地に支援の手を差し伸べてくださいました。 

本当にありがとうございます。心のこもったメールの一部をご紹介します。 

なお、送られてきた手づくりの巾着袋は、三鉄盛駅などでの、お茶会イベントの賞品として使わせて

いただきます。同婦人部からは、さらに追加のご支援も頂戴しました。重ねてお礼申し上げます。 

      ―＊―       ―＊―       ―＊― 

突然のメールで失礼します。 

私たちは、神戸市須磨区の須磨浦商店街婦人部のメンバーです。 

１７年前、阪神淡路大震災を経験し、そのときには多くのご支援を頂きました。 

今度は私たちがご恩返しをしなければと思い、巾着袋の製作を思いつきました。 

巾着袋は生地の関係上大きさはいろいろです。数は 50枚ほどあります。 

全員商売をしながらのことで、不出来な物もありますがご容赦ください。 

たまたま、９月６日の読売新聞に、三鉄盛駅のふれあい待合室の記事が掲載されているのを

見て、何かのお役に立てたらとメールをしました。 

 

ピックアップ  素敵な支援員くん  (*^。^*) 

 
            大船渡市・末崎地区の小中井仮設の支援員・古澤孝修さんを紹介します。 

            年齢は２１歳 (゜o゜)！ 若くてイケメンだから、支援員くんでいっか～！！ 

            小中井仮設の談話室は、な・なんとテント！  

            「雨や風の時は大変じゃないですか？」と聞 

            いたら「雨風をしのぐ囲いがされているから、 

            意外と平気なんです(^o^)」と話してくれました。 

そりゃ、古澤くんが若いからだよ。私なんかだったら、もう…。 

この支援員くんの一日は仮設住宅の巡回、入居者の人の手伝いや話し相手 

ベンチや周辺の掃除と大忙し。 

毎日、頑張って頼りになる若き支援員くんなのです(^^)v。 

また、取材に行こうっと♪♪     〈Ｋ〉←編集者注：この人３０代既婚です 



 

 

 

音楽を楽しもう♫ 生田真也さん 音楽イベント ＋ 豚汁・ドン菓子 

ヤマハ楽器などで知られる音楽の街、静岡県浜松市からパーカッション奏者の生田真也さんがやってき

ます。生田先生が教えてくれる楽器づくりや楽器の演奏体験、それに、なぜか豚汁やドン菓子までセッ

トの楽しいイベントです。よい子たちは、みんな集まって！お父さん・お母さん、おじいちゃん、おば

あちゃんも、もちろんＯＫです。 

 １０月２９日(土) 午前１０時～  陸前高田市 気仙中学校 １Ｆホール 

    ３０日(日) 午前１０時半～ 大船渡市 三鉄盛駅ふれあい待合室付近 

    ３０日(日) 午後２時～   大船渡市 盛小学校仮設 集会所 

 主 催 ＮＰＯ地域づくりサポートネット 

 協 力 さんさんの会 ＮＰＯ遠野まごころネット ＮＰＯ夢ネット大船渡ほか 

     ＊ お箸・お茶碗もって来れる方はお持ちください。ある方は楽器もお持ちください。 

     ＊ 盛小学校仮設はドン菓子だけになります。ごめんなさい。 

 

スポレク やっぺし！ １１月３日 大船渡市内 盛川河川敷 

「食べて遊んでストレス解消！」をテーマに、ＮＰＯグローバル・スポーツ・アライアンス「やっぺし」

実行委員会の主催による、第２回「スポレクやっぺし！」が１１月３日に大船渡市内中井橋付近の盛川

河川敷で行われます。 

子どもたちに、場所を問わずに楽しめる、いろいろなスポーツを紹介し、あわせ

て冬物衣料の配布や炊き出しも行います。ご家族みんなで、おでかけください。

このイベントは、大船渡市教委や体育協会が後援、大船渡サポートネットワーク

センターなどが協力しています。 
１１月３日 （木・祝日） 午前１１時～午後３時まで 

大船渡市内・中井橋付近 盛川河川敷 （雨天は猪川小学校体育館に変更） 

ショータイム、チャレンジコーナー、青空市、炊出し、バルーンアート など 

 

もうすぐ七五三  千歳あめ をどうぞ！  大阪中小企業家 同友会から届きます 

大阪中小企業家同友会の皆さまから、連絡会事務所あてに七五三用の千歳飴が届きます。 

紅白一セットで合計４０袋。数に限りがありますので、ことし七五三を迎えるお子さんのいるご家庭が

対象となります。ご希望の方は、当連絡会あてお早めにお電話ください。 

先着順で、１家族１組に限らせていただきます。 

    受付開始  １１月 1日(火)から    

   配布時期  １１月６日(日)以降 

   電話番号  ０１９２－４７－３２７１  連絡会事務所 

   限定数量  ４０組 先着順・1家族１セット・なくなり次終了 

 

大阪から「ますます元気」ボランティア 25 名  希望者はご連絡ください 

11 月 3 日に大阪を出発する「ますます元気：元気人間製造研究所」の森重子所長以下 24 人が、4 日

午後と 5日の一日いっぱい大船渡市を中心に多分野でボランティアを行います。 

ボランティアにあたる方々は、デザイナー兼縫製師、美容師、エステシャン、写真家、料理研究家、お

菓子作り、テビッコデザイナー、絵本作家、出版事業者、石彫家、体操指導者、講演者、小物製作指導

者、編物指導者など、さまざまな分野の専門家の皆さまです。 

現在決定しているボランティア先は次のとおりです。スケジュールの空きも多少ありますので、ご希望

のかたはご連絡ください TEL0192－47―3271（気仙市民復興連絡会）。 

 

 １１月４日 大船渡町永沢仮設団地 七五三着付写真撮影・結婚式写真撮影、 

   おやつ作り、入居者との交流会も予定しています 

 １１月５日 10：00～15：30 三鉄盛駅ふれあい待合室 小物製作・編み物指導 

 １１月５日 10：00～15：30 越喜来の杉下仮設団地 布で手づくり（ミシン持参） 

 １１月５日 10：00～12：00 カメリアホール（和室） 森所長の講演 体操 

 

● くらし の お役立ち情報 ● 

 
 



 

～～～  北京官話的ツイッター  気仙のつぶやき 毀誉褒貶・波乱万丈・抱腹絶倒  (｀´)  ～～～ 

はは、まだ刺激的なタイトルがら始めでしまったな。ケセン語はやめだんだべがって？そんなごどねぇがら、しまいま

で読んでけらい。 

官話っつうのは中国の役人が使う言葉で、日本でゆうどトーキョー語みでぇなもんだでば。あの広い土地だがら、いっ

ぺ方言があんだども、新聞だの本だのぁ、あらがだ北京官話で書かれでんだ（たぶん・・・）。中国語のいいどごぁ、字

ぃ見ればまず意味わがっから、発音ばまるっきり違くても、書かれだもの見っど語（かだ）りでごどぁ通じんのす。 

それに比べっと、こごの国の役人言葉ぁ、日本官話ってゆうんだべが、聞いでも読んでも、何かだってんだが、さっぱ

りわがんねぇなぁ。「ボタンの掛け違いがあった」「質に差がある」。これだけで何ゆってっかわがる人ぁ、よほど役所通

だな。オラなりに翻訳して「こっちも悪がった（も だよ！）」「数んながさタヂのわりぃのもいる」って語ってんだなって見当

ついだがら、これで精いっぺだべなあど思って、おらほも『是々非々』でやっから、あどいいがらって返事したんだ。 

言葉さ順番つけっと、まず一番は「意味わかんなくても気持ちは伝わる」ケセン語（４６号見らいね）、二番が字ぃ読むど意

味のわがる北京官話、三番目ぁ理屈かだり向ぎのトーキョー語、最後ばコンパイル（翻訳）しねば意味もわがんね日

本官話だね。うん？『我田引水』だってが？ほんだらついでに、こんな新作熟語はなぞったべ 『嫌味鱈鱈』  (｀´) 

            〈 あっ、タラさ悪がったな。タラちりもあら汁も、うんめぇもんな 『美味鱈鱈』 『妄言多謝』－Ｓ 〉 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

活動情報・くらしの情報 お寄せください 

気仙市民復興連絡会では、気仙地域の復興支援活動をする団体や各仮設団地自治会などの情報発信をサポー

トしています。どうぞご利用下さい。また仮設団地などでの広報活動のお手伝いもさせていただいています。

お気軽にお問い合わせください。こんな行事や催しがある、こんな要望がある、どんなことでも結構です。

みなさまのくらしに関わる情報を、どんどんお寄せください。 

なお、配布や設置にご協力いただける個人の方や店舗さま・団体さまも募集しています。 

電話・ﾌｧｯｸｽ 0192-47-3271 
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発行 ： 気仙市民復興連絡会 

Tel&Fax 0192-47-3271 

kesenshimin.f.r@gmail.com 

http://kesen-chiku.ecom-plat.jp 

「復興ニュース」は中央共同募金会からの助成金を受けて 

気仙地域内で 4000 部発行しています 秋の日の午後、日なたぼっこ 

(大船渡市内・地ノ森仮設) 

１０月２９日～ イベント時刻表 三鉄・盛駅 ふれあい待合室        

  ２９日(土) 

  ３０日(日)  １０：３０ 生田真也さん 音楽イベント＋炊出し＋車両開放  (無料) 

  ３１日(月)    

１１月１日(火) １０：００ 「災害伝言サービス」使い方講習会  (無料) 

               指導：おおふなと電友会（ＮＴＴ ＯＢ） 

    ２日(水)  １０：００ お茶っこの会  (無料) 

   ３日(木)    

   ４日(金)    

    ５日(土)  １０：００ 手芸・編み物 教室  (無料・事前のお申込みを) 

          １４：００ 無料法律相談  (無料) 【要予約】 

   ６日(日)  １０：００ 無料法律相談  (無料) 【要予約】 

     ※各イベントの時間・内容などが変更になる場合があります。 

      詳しくは三鉄盛駅「ふれあい待合室」までお問合わせください 

                      TEL ０１９２－４７－３５４２ 
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