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   ～ 弁護士２名（一人女性）がおいでになります ～ 

～ 多くの相談を受けるため予約申し込みが必要です ～ 

東京の「NPO 法人ヒューマンライツ・ナウ」による

大船渡市での無料法律相談も第７回目となります。 

前回も 2 名の弁護士（一人女性弁護士）が来て、相

談者は１月 14 日に 7 名、15 日に 7 名の 14 名の相

談者がありました。これまでの相談件数から考えますと、

被災後 10 ヶ月なって、弁護士への相談したい問題が浮

き彫りになってきたのではないでしょうか。 

◆ 期日：１月 28 日（14：00～16：00） 

29 日（10：00～12：00） 

◆ 場所：三陸鉄道盛駅ふれあい待合室  

（秘密を守れる会場です） 

ぜひ今回も多くの方々の相談頂き、問題の解決への糸口を見出して頂ければうれしです。 

 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 

  予約電話番号 （0192）47－3542（三鉄盛駅ふれあい待合室） 

 なお、相談日が「復興ニュース」発行日から数日後ですので、配布が相談日に間に合わ

ない際はお許しください。 
 

   

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

  (毎月 10 日・25 日発行) 
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1月 28日（土）午後  2時～ 4時   三鉄盛駅 

1月 29日（日）午前 10時～12時  ふれあい待合室 

前回の弁護士さんら 

◆ 開 催 日 1 月 28 日（土） ・ 29 日（日） 

◆ 開催時間 10：00～12：00 12：00～14：00  

14：00～16：00 16：00～18：00 

◆ 開催場所 横田町コミュニティセンター 
◆ 参加対象 結婚をされている夫婦、結婚を予定されているカップルで 

結婚指輪をなくされたり、ご購入を断念された方 

◆ 参加費用 無料 

◆ 参加方法 予約制（電話受付となります） ☎03－5772－8011 

◆ 主  催 スタジオソラ 担当：つかもと  

◆ 協  力 ㈱シーフォース、 SAVE TAKATA、 夢ネット大船渡 

これまで 54人

が相談しました 

皆様のご意見や仮設団地、地域の行事等をお知らせください。 
 この復興ニュースは、日本 NPOセンターからの助成金にて、毎月 10日・25日の発行日としていま

す。原稿は発行日の 5 日前までに FAX 等で送付ください。 電話兼 fax（0192）４７－３２７１ 



 

 

 

 

 

 

 １月 15 日（日）、「手作りで楽しい時間を」との呼

びかけにて、陸前高田市米崎小仮設住宅集会所で、ビー

ズ玉を使って①スパイラルロープネックレス、②携帯ス

トラップ、③簡単ミニマフラーの 3 種類の講習会を、主

催兼講師は盛岡の「アトリエ Apricot 梅村里美さん、米

崎小仮設自治会の協力で開催しました。 

22 名（大人 18 名、子ども 4 名）がネックレスづく

りに挑戦しました。すべて津波で流した方々が多く、出

来上がったネックレスを身につけては「やっぱり女なんだなぁ」と言いながら感激深そうでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  お気軽にご連絡ください！    
支援品の厚手冬物毛布を無料配布中です。中古ですが全

品クリーニング済み。ご希望の方はご連絡ください。 

数量についてはある程度ご希望にお応えできますが、毛布

の材質・色などは配布元の選定となります。また、ご連絡

いただいてからお渡しできるまで１～２週間かかりますので、ご了承ください。配布元は

大船渡アクションネットワークです。品物 厚手の冬物毛布（クリーニング済の中古品） 

 連絡先  大船渡市内 大船渡アクションネットワーク 090-8107-6102 

      陸前高田市 NPO法人夢ネット大船渡    0192-47-3271 

1 月 9 日、三陸鉄道盛駅ふ

れあい待合室で「復興もちつ

きとお茶キャラバン」が開か

れ、約 300 名の参加者にて賑

わいました。 

 破天荒（よさ恋）、浜守栄

子さん（歌手）、おぶぶ茶苑

（京都）と茶道協会、菊田信

道さん（法螺貝・気仙沼市）、

音音音音（ねぇねぇ・姫路市）

その他多くのボランティアの

皆様のご協力を頂きました。  熱唱の浜守栄子さん 



 

 

 

開催日時・場所 

● 陸前高田市 平成 24年２月 5日（日） 

午後 1時 00分から 4時 00分 

13：00～13：30 受付・展示作業 

13：30～15：30 展示・交流 

15：30～ 後始末 

場所：米崎コミュニティセンター  

● 大船渡市  平成 24年 2月 19日（日） 

午前 9時 00分～12時 00分 

      9：00～9：30 受付・展示作業 

      9：30～11：30 展示・交流 

11：30～ 後始末 

場所：カメリアホール（ＪＲ盛駅前） 

 全国から毛糸や布地の支援を頂き、多くの

方々が生きがいに、色々の作品を作っています。

皆さんが作った作品の交流と作った方々の交流

の場をつくりました。多くの方々の出展とご来

場をお願いいたします。 

 現在、皆様の作品を預かりに訪問しています。 

主催・問合せ先：NPO 法人夢ネット大船渡 ℡（0192）47－3271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各仮設団地で行われている手芸、みんなで持ち寄り作品と人の交流をしましょう 

 

 

 

支援制度の相談・説明を通じて、住宅修繕のお手伝いもします！ 

■対象者：東日本大震災により、大船渡市内にある住宅や建物が被災し、①半壊認定以上被災住宅、

②修繕して住む予定、③自宅での生活継続あるいは再開にとって必要な箇所の修繕であること。 

■支援額：1 世帯当たり最大 50 万円まで、実地調査を行い、支援の是非と金額を決定します。 

■提出書類：申込書、り災証明書、修繕計画書、工事見積書  お気軽にご連絡下さい 

■問合せ先 特定非営利活動法人 ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

      連絡電話 （0192）４７－４１００  

    上記の電話でつながらない場合は ０９０－２８５２－５９３６（担当：白石） 

     昨年 12 月以降工事を開始された方も、ひとまずご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

山岸仮設 

 
太田仮設 

 

子どもの心のケア講習会 ご案内  日時 ： 2月 1日 13：00～16：00 

場所：遠野市浄化センター会議室 対象：震災後の子どもの心のケアに関心のある方 

  子どもへの対応にお悩みの方、戸惑いのある方にお役に立てばと開催します。 

講師：フェティ・ザクラ（インドネシア出身の心理士）国際 NG0 などで心理士として活躍 

問い合わせ先：ジャパン・プラットフォーム 山中 努 ☎080-3303-7856 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 大船渡市社会福祉協議会では、震災後瓦礫の中から探し出した写真を修復し、持ち主へ返す事業

を行っています。YS センター内での展示や仮設住宅集会所を巡回するなどし、これまで約 7 割の

枚数を返すことが出来ました。しかし、大船渡町の想い出ハウス内には修復しない写真も多く、現

在も YS センター内で修復作業を行い、一日も早く持ち主へお返ししたいと努力中です。 

 福祉の里 YS センターや大船渡町の想い出ハウスへ さがしにお出で下さるようお願いします。 

 

 

 

 

イベント名 開催日時 内容 

節分福豆 2 月 3 日 10 時～ 先着 100 名様に袋入れの福豆をあげます 

列車無料開放 各日曜日 
2 月 5 日・12 日・19 日・

26 日 10 時～4 時 
お子さんやお孫さんと、お友達と一緒に、

列車内で楽しんでください 

おひな様つくり講習会 

（2 回開催） 

2 月 14 日・21 日 

13：30～16：00 

講習料は無料ですが、材料費は受講者負担 

材料の手配もあり事前申し込み 8 日まで 

ふれあいウォーキング 

５㌔コース 

2 月 17 日（金）          

10 時出発 約 1 時間半 

盛駅から猪川町長谷寺往復 1人 500円 

（拝観料含む） 申し込み 15 日まで 

歌声列車 ストレス解消？ 
2 月 22 日 正午～ 

申込 2 月 18 日まで 

列車内でカラオケを楽しみましょう 

1 人 1000 円（弁当つき） 

 

1 月 19 日三鉄盛駅ふれあい待合室では、「ふれあ

いウォーク」（18 人参加）後すいとんのサービスに

加えて、カリタスジャパンに

よる「たこ焼き」の提供。さ

らに「フルート演奏」（小林

朗子さん山形市）が、「千の

風になって」など 5 曲を演奏

して頂きました。 

夢ネット大船渡主催の支援タオルによる「ワンピース型手拭き」

づくりは、1 月 12 日午後、三陸町崎浜仮設で、15 名が参加し行い

ました。当日は冬休み中の富沢じゅん子ちゃん（小 4 年生）もお母

さんと一緒に参加し、冬休みの宿題づくりに挑戦しました。 

タオルの柄もじゅん子ちゃんが選び、覚えも早く、完成したとき

の満足した笑みが見られました。 

 崎浜仮設では、これまでアクリルたわし、フクロウ、帽子、今回

の手拭きタオルと 4 回目の講習会を行いました。 

YS センター内の展示会場 

問合せ・申し込み先電話番号 

  (0192)４７－３５４２ 


