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12 月 10 日（土）午後 2 時～4 時
12 月 17 日（土）午後 2 時～4 時
12 月 18 日（日）午前 10 時～12 時

場所
三鉄盛駅ふれあい待合室

東京の「NPO 法人ヒューマンライツ・ナウ」による大船渡市での年内の無料法律相談は上記の
とおり行います。毎回多くの相談者がありお役に立っていることをうれしく思っています。
第 3 回の 11 月 26 日・27 日には弁護士さん 2 名が来て頂き、相談者は 9 名でした。
震災での相続や土地の権利、二重債務、家庭内のことなど、どんな内容でもよろしいです、
多くの方の相談を受けるために、事前の予約を受けています。下記へご連絡ください。
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
予約電話 （0192）47－3542（三鉄盛駅ふれあい待合室）

日時：12 月 23 日（金・祝日）
10：00～15：00
場所：三鉄盛駅ふれあい待合室
市民みんなで楽しむクリスマスになるよう楽しい企画で、
皆様のお出でをお待ちしています。
主な企画
①列車の無料開放、②おやつ作り、③綿アメ
④サンタと遊ぼう、プレゼントもあり
⑤読み聞かせ、⑥風船あそび、⑦輪投げ競争などなど
＜12 月 10 日 9：30～カメリアホールでスマイルのクリスマス会があります＞

いちのせきの HERO が立ち上がる

子どもたちの応援隊

第 1 弾は 7 月 11 日に開催し今回が第 2 弾です。入場無料
良い子のみなさんに楽しいショーをお届けします！
★日時
★場所
★内容

終了後に炊き出しもあります。

12 月 10 日（土）10 時～12 時
12 時～炊き出し
竹駒町 定住促進センター（コミュニティセンター）
クラウンろっく・ゲイビマン（笑いあり涙ありの癒しのピエロの戦い）

主催：陸前高田市 問合せ先：陸前高田市民生部社会福祉課
地域子育て支援センター「あゆっこ・にこにこ」℡ 0192‐54‐2111

ワーカーズコープ大船渡事業所
11 月 28 日、立根地区公民館にて、「平
成 23 年度被災求職者等雇用・人材育成事
業」の開講式がありました。
この事業は、NPO 法人ワーカーズコープ
東北復興本部が、東北の被災地の復興に向
けて、これから就労の場の創出が大きな課
題となり、被災地の人々自身が自らのまち
の復興・再生のとりくみの主体となり、地
域の資源や持てる力を合わせて必要な仕事
をつくり出すとりくみを全力で支援し、と
もに担っていきたいと願って行うものです。
被災地において最も必要とされている地域包括ケアの取組みと豊かな自然の恵みを活かした第
１次産業を基礎にした新しい仕事の創造を推進できる人材の育成を目指しています。
開講式には、受講者 10
名を迎え関係者らが出席し
て開かれました。田中羊子
本部長から「被災地で仕事
をつくろう。一人ひとりに
仕事をつくる力があります、
という気持ちで一緒に頑張
りましょう」との挨拶後、
林農海支援事業まほろば企業組合の理事長上野孝雄氏と同専務理事實吉義正氏、夢ネット大船渡理
事長岩城恭治氏から激励の挨拶がありました。
24 年 3 月まで全国の組合員や現地の経営者らを講師として講習を受けるほか、ヘルパーの資格
取得するための福祉施設での実習、地域ニーズの調査を行い、被災地に必要な事業を見出していく
ことにしています。

気仙地区障がい者作品展は 12 月 3 日～4 日ま
で、住田町保健福祉センターで開催されました。

独立行政法人防災科学研究所のよる「復興地図センター」が
大船渡町の仮設商店街「おおふなと夢商店街」にオープンしま
した。
例えば、こんな支援が受けられます。①地図の作成、
②地図の印刷（A1 サイズまで）、③地図を活用した復
興計画づくり支援、④地図を活用したインターネット
情報発信など、地図を活用した復興支援いたします。
地域コミュニティをはじめとする復興計画の策定検
討ワークショップで利用する地図の印刷や、検討結果
を整理した地図の作成、被災地での生活に不可欠な仮
設住宅や仮設店舗などの現況を把握できる地図の作成、
暫定的な津波避難
の地図作成など、地
図を使った活動の
支援を致します。

復興等の協議へ地図

ご相談ください

今各地で移転先等の話し合いが始まりました。その際に道路
は？ 住宅地の移転先は？ など必ず地図が必要になります。
その際はお気軽に訪問や電話でご相談くださいと呼びかけて
います。
大船渡市大船渡町字茶屋前 57－6
おおふなと夢商店街Ｅ棟-3 号
復興地図センター大船渡
現在：電話・fax・メールを準備中です
Web サイト http:311archives.jp/hp/fmc/

大船渡市の地図
地図センターには
「復興ニュース」と「みらい」
情報紙を置いております。
ご自由にお持ちください。

東京調布ライオンズクラブ（関口昌昭会長）から
の自転車寄贈は、大船渡地区公民館へ 30 台(8 月
10 日)、米崎コミュニティセンターへ 22 台（10 月
6 日）、今回の綾里地区公民館へ 20 台（11 月 12
日着）が贈られ、12 月 4 日に必要な方へ贈られま
した。12 月 10 日には末崎公民館へ到着予定です。
この自転車寄贈は、三陸・大船渡ふるさと大使の
千田俊章氏（綾里出身・調布市在住）の尽力にて実
現しているものです。
綾里地区公民館の佐藤館長らの取り計らいにて、
地区内へ周知し必要な方へ贈られました。なお、防
犯登録には伊藤輪店のご協力にて行います。今防犯
登録には防犯協会のご支援により支援自転車については無料で登録の手続きを行って頂いていま
す。近くの自転車販売店へ問合せ下さい。

岩手県政策地域部 NPO・文化国際課より、平成 24 年度
新しい公共支援事業の説明会の案内がありましたので、お
知らせいたします。今年度は震災からの復旧・復興に向け
た取り組みに限定した「新しい公共の場づくりのためのモ
デル事業」を募集するに当たり説明会が開かれます。
新しい公共とはどんな事業か、応募できる団体はどんな
団体か等々について以下説明します。
■ 「新しい公共」とは
NPO 等や企業が積極的に公共的な財・サービスの提案及
び提供主体となり、医療・福祉、子育て、まちづくり、
学術・文化、環境、国際協力等、の身近な分野において
共助の精神で行う仕組み、体制、活動などを言います。

説明会日程・会場
◆日時：12 月 14 日（水）
13：30～15：30
◆場所：大船渡地区合同庁舎
２階第１会議室
◆申込が必要 12 月 13 日まで
①団体名、②連絡者・電話
②参加者氏名（複数よし）
③参加会場「大船渡」と記載
◆申込先
岩手県政策地域部
NPO・文化国際課 佐々木あて
Fax 019－629－5339

■ NPO 等とは
特定非営利活動法人、ボランティア団体、公営法人、
社会福祉法人、学校法人、地縁組織（自治会、町内会等）、協同組合等の民間非営利組織を言い
ます。仮設住宅に結成した自治会も該当します。
■ 「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」とは
NPO 等や行政など多様な主体が連携・協働して、自らの地域課題解決に取り組みモデル的な事
業を言います。
■ 震災対応案件とは
モデル事業のうち、3 月 11 日に発災した東日本大震災・津波からの復旧・復興を目指し、被災
した市町村との連携のもとに行われる取組のことを言います。
（例）①被災者支援のための連携協働体制の構築
②仮設住宅地におけるコミュニティ維持・形成等のための体制整備
（仮設住宅に設置された自治会等による各種の取組等も対象となります）
■ モデル事業に応募できる団体
①「NPO 等」及び県内の市町村を構成員とする協議体
②県内の市町村（市町村と NPO 等が連携して実施）
■

事業費
1 事業当たり、概ね 100 万円から上限 1,000 万円（消費税額等を含む）まで

■

補助率

10 分の 10 以内

盛町にはたくさんの記念碑があります。普段は気づかないいつもの風景に、何かを発見すること
でしょう。移りゆく自然を観察しながら、健康とストレス解消のために歩きませんか。「もさばロ
ハス倶楽部」の方が説明いたします。
今回から毎月 1 回（第 3 木曜日）三鉄盛駅を起点に企画しますのでご参加ください。
◆ 日時 12 月 15 日（木）
午前 9 時 40 分集合 10 時出発
◆ 三鉄盛駅集合
コース：権現堂⇒天神山⇒蔵ハウス
⇒三鉄盛駅（11：30 到着予定）
◆ 参加費 300 円（保険・おやつ）
◆ 主催・申込先 12 月 13 日まで
お名前・住所・生年月日・電話
ふれあい待合室 47-3542

