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   12 月 17 日（土）午後 2 時～4 時 

12 月 18 日（日）午前 10 時～12 時 

    ～ 弁護士 2 名がおいでになります ～ 

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 1 回から第 4 回まで、相談者は 31 名の方に相談を受けて頂きました。

相談した方々には大変よろこんで頂きました。 

第 5 回目の 12 月 17 日～18 日の両日は、2 名の弁護士さんが来て相談

を受けますので、多くの方の連絡をお待ちしています。 

 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 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） 

 

 

◆陸前高田市 
震災後に陸前高田市内で活動している支援団体が 78 団体を数えるまでになり、ネットワークの

必要性が話し合われようになったことから、陸前高田市災害ボランティアセンター内の陸前高田市

ネットワーク連絡会事務局の呼びかけにて開催しました。 

 団体間の連携を図る「第 1 回陸前高田市ネットワーク

連絡会」は、12 月 13 日（火）10：00～12：00 か

ら、矢作コミュニティセンター（矢作公民館）で開催し、

11 地区のコミュニティセンター会長、社会福祉協議会、

陸前高田市、岩手県の担当者にも出席して頂き、今後の

陸前高田市内での被災者支援について情報交換を行いま

した。 

◆大船渡市 
大船渡市では「NPO 法人もやい」のお世話にて 6 月

からネットワーク会議を原則毎週開催しています。会議

の目的は、①大船渡における被災者のケアを適切に行い、孤独死や自殺者を出さない。②必要な支

援を必要な人に届ける。③大船渡の町を復旧・復興そしてさらなる発展にむけて活動する。 

 12 月 8 日は福祉の里センターにて第 17 回定例会を開き、16 団体 20 名が参加して、①冬季

及び年末の被災者支援の方向性について、②各団体との情報共有・連携について、意見交換を行い

ました。在宅や貸家入居の被災者の支援へ、数団体が活動を開始しましたので情報の共有など訪問

方法等について話し合われましたが、年越しソバの件と合わせて次回（12 月 15 日）の相談とな

りました。 
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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 

 10：00～ よさ恋 椿百花童・破天荒 

 10：30～ 朗読会 三鉄列車車内（ホームへ移動） 

 11：00～ 松ボックリクリスマスツリーづくり 

 11：30～ サンタさんのクリスマスプレゼント、   

＜昼食休憩＞  13：00～ 朗読会、 

13：30～ 松ボックリクリスマスツリーづくり、  

14：00～ サンタさんのクリスマスプレゼント、

横浜ドイツ人学園のケーキ、綿アメ、シチュー等の

さまざまなお楽しみあります。 

多少ですが救援物資もあります。 

多くの方々と共にクリスマスをお祝いしましょう。 

 

 

 

 これまで愛知ネットのご支援で末崎町字石浜

にコンテナハウスの事務所を設置してきました

が、12 月 18 日に引っ越しいたします。 

 場所は、橋本ストアーや食堂小鹿の向い、ガ

ソリンスタントの裏、木造２階建て、１階は応

接、２階２部屋を事務所として利用します。多

くの方の訪問・ご利用をお願いします。 

住所：盛町字内の目 14－15 

電話：（0192）47－3271 

気仙市民復興連絡会 

 

 

 
１２月１０日(土)午前、大船渡市盛町のカメリアホ

ールで子育サポーター「スマイル」主催の、クリ

スマス会が開かれました。寒さが本格化し、大船

渡湾に水蒸気が立ちこめたこの日でしたが、カメ

リアホール１Ｆの会場は、７０組をこす親子づれ

の笑顔と熱気でポッカポカ。 

みんな揃っての体

操や楽しい歌のあ

とには、遠い国から、

なぜか自動車で来

たというサンタの

おじさんや、赤鼻のトナカイさんも登場。全員集合で記念写真をと

ったり（写真・上）、プレゼントを配ったりで、子どもたちは大喜

びでした（写真・右）。そうそう、お誕生会もあったし、バルーン

アートも人気でしたよ(^○^) 

ケーキを届けたドイツ学園の方 

ホームの列車へ乗れます 



 
 

 １２月１０日(土)午前と午後の２回、大船渡市のリ

アスホール・マルチスペースを会場として、大船渡市

立図書館主催の「お楽しみ親子劇場」が開かれました。

このイベント、子どもたちのため毎年１２月に開かれ

ており、今年は読書ボランティア「おはなしころりん」

の読み聞かせとパネルシアターが中心。午前の部では

「夢ふうせん」の人形劇、午後の部（写真・右）には

楽しいエプロンシアターや外国人のトナカイさんに

よる絵本の読み聞かせもありました（写真・左）。 

午前の

部には約

２３０人、午後には約１５０人の親子づれが参加。あ

わただしい年末を忘れて、楽しくくつろいだひと時を

過ごしました。読み聞かせ会は、毎月第２・第４土曜

の午前中、いろいろな団体が協力して大船渡市立図書

館内で行っているとのこと。 また、図書館では１２月

２５日まで、特設スペースを設けて、クリスマス図書

展を行っているそうです。どうぞご利用ください。 

 

 

 

 

12 月 10 日(土)陸前高田市竹駒町のコミニティーセンターで、

地域子育て支援センターあゆっこ・にこにこ主催の、子供達を

元気づける！子供イベントが開催されました。この日は地域に

お住まいの親子の

皆さん 30 名程が

集まり道化師クラ

ウンろっくさんの

歌や踊り、絵本の読

み聞かせショーな

どを楽しみひと時を過ごしました。 

中でも一関市のご当地ヒーロー『ゲイビマン』のヒ

ーローショーが始まると子供達は大喜びで大歓声を送

って居ました。大東町婦人協議会の皆さんの焼きそば

の炊き出しもあり、笑顔いっぱいの日になったようで

す。 

 

 
アイス・プラント知ってますか？（写真・左－参考）塩分の多い

土地でもよく育つ、肉厚の葉菜です。適度な塩味があって歯ごた

えがよく、フランス料理の付け合わせなどに使われています。 

震災後の４月、関東からの苗を津波浸水した庭先に移植したとこ

ろ順調に生育。夏の間はレタス替りに食卓にのぼったほど。秋に

なって種が風にのり飛散。庭先に自生した芽を暖かい玄関先で育

てたところ、ある程度の大きさに成長しまし

た（写真・左）。ここ気仙での冬越しは初め

てですが、暖かい所でうまく育ててれば大丈

夫かも？冬のあいだ大切に育てて、来春、津波浸水した庭先などに移植すれば、

成長と収穫が楽しめそうです。一人一ポット、先着２０名さまで、園芸のお好

きな方におわけします。お申込みは気仙市民復興連絡会まで。 



 

 

 

「手芸材料・手芸用品ご希望の方へ」との記事を、NPO 法人夢

ネット大船渡が発行する被災者支援情報紙「みらい」（12 月 1

日号）に掲載し配布しましたところ、2 日から事務所の電話が鳴

りっぱなしとなり、多くの方から要望があり、事務所職員うれし

い悲鳴をあげました。 

要望のあった仮設団地等は、大船渡市内：平林・山岸・太田・

富沢・地の森・舘下・長洞・前田・長谷堂・宮田・杉下・上野・

黒土田・沢田雇用促進・綾里野形・中井沢県営・民間アパート、

住田町：中上・本町、陸前高田市：モビリア・矢の浦・財当・二日町第 2・牧田・上長部・大隅・

長砂・西和野・山苗代・栃ヶ沢・中和野・鳴石・竹駒小・相川・下壺・細根沢・滝の里・広田小・

広水・矢作中・横田小・堂の

前・西風道・米崎小・米崎中・

佐野・和野・中田雇用促進・

中和野みなし、以上 97 人の

130 件（毛糸と布地の両方の

希望者もありました）の要望

があり、それぞれお届け中で

す。 

 

 

 

 

 

 山形県鶴岡市に事務所を置く、NPO 法人山形県くら

しの共生福祉互助会の村井理事長・佐藤事務局長・佐

藤理事の 3 人が、12 月 10 日午後三鉄盛駅ふれあい

待合室の NPO 夢ネット大船渡の岩城理事長を訪問し、

ミシン 7 台の寄贈を受けました。内 1 台は早速地の森

仮設団地を訪問し、清水自治会長へ届けました。 

くらしの共生福祉互助会

では、被災地支援 5 年計画を

つくり、救援物資・救援募金

の募集と共に協力会員を募

集するなど、被災者の日常生活の建て直しへ長期支援を開始しています。 

 佐藤事務局長らは、先の大阪元気人間研究所の方々を大船渡へ紹介す

るなど、これまで数々の支援を行って頂きました。 

※写真上、左から村井理事長、佐藤理事、佐藤事務局長 

 

 

 震災前には三鉄レトロ列車内で釜石駅往復でカラオケ列車を運行していました。 

 この度、通信カラオケをレンタルし、列車内でカラオケを楽しむ行事を再開いたします。 

 場所は、三鉄盛駅構内停車車両内で行います。多くの方々のご参加をお願いします。 

◆夜の部：12 月 25 日（日）午後 7 時～9 時 料金一人 1,000 円（ツマミ付） 

       飲み物各自持参 お楽しみの企画を準備しお待ちしています 

◆昼の部：12 月 26 日（月）正午～午後 3 時 料金一人 1,000 円（昼食付） 

       飲み物各自持参 お楽しみの企画を準備しお待ちしています 

◆申込先：三鉄盛駅ふれあい待合室 ℡（0192）47－3542 

       それぞれ定員 40 名、予約制：2 日前までに申込下さい 

手芸材料 

手芸用品 


