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5 月 14 日（月）に末崎中学校在校生や周辺に建てられ

た仮設住宅の被災者を招待して、復興チャリティーコン

サートがあります。市民の皆さまお誘い合わせの上、多

数のご来場をお待ち申し上げます。 

 ◆日時：5 月 14 日（月）11：35～12：35 

 ◆場所：大船渡市 末崎中学校体育館 

 主催：横浜グリークラブ母の日コンサート実行委員会  

 協力：健康生活ネットおおふなと 

担当西村 090-1093-4421 

 

 大船渡市と「銀河連邦共和国」の縁で、昨年 11 月に

相模原市に招かれた「寺町一座」と「サンドパイパース・

オーケストラ」が、そのお礼とお返しとして、相模原市

の団体を招待し「復興・絆コンサート」と銘打った手づ

くりの和洋音楽の競演を行います。 

◆期日：5 月 6 日（日）12：30 開場 13：00 開演 

◆場所：リアスホールの大ホール 

◆ 入場無料  ※入場整理券は発行しません 

 協賛は、東京・調布管工土木協同組合（宮沢千昭理事

長）の資金協力によって実現しました。 

問合せ事務局 鈴木（090－3369－9644） 
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5 月 3 日 14：00～15：00 気仙大工左官伝承館（小友町） 

5 月 4 日 14：00～16：00 住田町 農林会館 

入場無料 

柴田旺山氏は、篠笛・尺八演奏の第 1 人者で、平成の「即位の礼」

園遊会において演奏しています。プログラムも子どもから大人も楽

しめる幅広い曲目となっています。国内外から高い評価を受けてい

る方の演奏を聴くよい機会です。ぜひお出で下さるようご案内いた

します。 

主催：陸前高田市支援連絡協議会、陸前高田市市竹文化振興会他 



 

 

 

◆ はじめに  
 第 1 次産業×第 2 次産業×第 3 次産業＝第 6 次産業、こんな計算式による地域活性化への模

索が各地で展開されています。震災後の気仙地域復興の柱を全国の支援がある今こそ築きたいもの

と考えています。 

 その模索の一つとして、北上市ボランティア連絡会と相談し、4 月 7 日と 8 日の両日大船渡市

碁石海岸の漁家のご協力を頂いて、漁業支援のボランティアを受け入れました。宿泊施設の不足か

ら当地に宿泊しての体験とはならず、北上市からの日帰りであったため作業時間が少なく、漁家の

支援になったかどうか疑問でもありました。しかし、多くの教訓を学ぶことが出来ました。 

◆ 参加者の声 まず漁業ボランティアに来た方のアンケートを紹介します。 

1. 加藤 唯さん （北上市上野中学校 3 年生） 
今日は漁業復興支援として、ワカメのゆがき作業・いたんだ所を切りおとす作業をさせていただ

きました。ボランティアする側が逆にボランティアされているくらい親切にしていただき、とても

楽しかったです。漁業されている方々と色々なコミュニケーションもとれ、こちらもとても勇気づ

けられました。さらにワカメ料理法やワカメの栄養なども知れ、より身近なものとなりました。教

えられた料理法やワカメの良さを周りの人たちにど

んどん伝えて、もっと大船渡のワカメが広まるよう

に頑張りたいと思いました。それと、このボランテ

ィアを企画して下さったみなさんには、本当に感謝

でいっぱいです。一人ではこのような素晴らしい体

験も、出会いもできなかったと思います。充実した、

いい体験をすることができました。そしてなにより、

大船渡の「津波」というイメージよりも「漁業」と

いうイメージを持つことができました。大船渡や他

の沿岸の市町とも、どんどん交流し、良さをみんな

に伝えていきたいと思います。そうすることもボラ

ンティアのひとつだと思えました。今日は本当にありがとうございました。 

2. 高橋 洋子さん （秋田県雄勝郡羽後町） 
今回は、ワカメの出荷用の箱つくりと、つめ込み作業に参加しました。仕事のお手伝いでしたの

で、皆さんが確実に前に進んでいるという手ごたえを感じました。また、地元ボランティアの方々

が熱心にご案内してくださり、「復興したら観光にも来てください」と話していました。その日が

一日でも早く訪れるよう、また、お手伝いに参加させていただきたいと思いました。今日は、小さ

なグループで、地元の方と一緒の活動だったので、お話をうかがう事ができ、「交流」もできまし

た。個々の人を知ることで、被災地がぐっと身近になるように思いました。参加させていただき、

ありがとうございました。 

3. 嶋川 泰世さん （青森県五所川原市） 
今回は水産加工のボランティアをやらせていただきました。わかめの加工もボランティアも初体

験で、いい経験になりました。受け入れてくれた先のおじいさんがとても物知りで、色々な名所の

話を聞かせて頂けました。話の所々に誰々が亡くなったというのが聞こえると、いたたまれない気

持ちになりました。皆さん地元を愛していらっしゃって、かえってこちらが元気をいただきました。

もっと自分の地元について考えてみようと思います。 

4. 鈴木 千恵さん （奥州市水沢区） 
 本日初めてボランティアに参加しました。ワカメの加工作業と

いうことで、普段体験できないような貴重な経験をさせていただ

きました。尾崎さんの作業場でワカメの端をカットする作業でし

たが、集中力と根気のいる仕事だと思いました。細かい作業を経

て、私達の食卓に届いていることをより実感し、ありがたいと思

いました。何よりも皆さん明るい方々で私の方が元気をいっぱい

もらってしまいました。その後の岩壁から見た水平線も本当にき

れいで、心が澄んでいくようでした。そして、帰りに陸前高田を

視察し、現状を見てみて、やはりテレビの画面越しとは全く異な

全国の支援がある間に早急に

第 6次産業の受け入れ基盤の

整備をすすめませんか 



ると改めて考えさせられました。ガレキの量もどこまで広がっているのだろうというくらい多く、

実際に見なければ何もわかっていなかったのだと思い知らされました。今回参加してみて、現地に

行けたことは本当に貴重な経験となりましたし、また機会があれば参加していきたいと思いました。 

5. 濱口 恵さん （千葉市中央区） 
四度目の参加ですが、毎回新しい「学び」が有ります。漁師の方々の言葉には大変重みを感じま

した。ボランティアに来ているというより、学びに来た感じが一番強い、今回の参加でした。 

6. 菅原 やよいさん （北上市） 
短期間のボランティアで、かえっておもてなしをしていただいたようでした。大変な思いをなさ

ったでしょうに皆さん明るく見習わなければと思いました。遠くからたくさんの方がボランティア

に来て下さっているのでおどろきました。北上市民も、もっとがんばらないと！！ 

◆ 今後の展開 
 以上が 4 月 7 日参加の 6 名の方からの感想でしたが、被災地の漁家での作業を通して、津波の

話や漁業の仕事などを聴く機会を持つことが出来たこと。そして海産物等に対する理解が深まった

こと等により、食料と環境への関心が高まり、大船渡との交流を今後も続けたいとの思いが育った

と思います。今回は実現しませんでしたが、夕食には地元の方々とバーベキューを行いながら交流

し、市内に宿泊して、お土産を買って帰って頂く。これこそが第 6 次産業ではないでしょうか。

こんな機会を多く作ることが、大船渡の活性化につながると思います。 

 そのためにも早急に宿泊施設を増やさなければなりません。さらに「復興ツアー」「ボランティ

ア」の受け入れるコーディネーターを配置して、全国からの申し入れに応えなければと痛感してい

ます。みなさんからのご意見等をお待ちしています。 

電話兼 fax （0192）47－3271    夢ネット大船渡 理事長 岩城恭治 

 

 就職決まり退会者が多い！ 
 

東日本大震災発生に伴い㈱東芝様からパソコン 90 台、エプソン㈱様からプロジェクター3 セッ

トの多大な支援を戴きました。この支援を受けて 40 名を目途に受講者募集を始めたところ、応募

者多数により急遽 20 名 3 クラスとし、会場は猪川地区公民館を特段のご配慮にて借用できたこ

とにより、今日までパソコン講習を継続して行っています。関係者の皆様に心からお礼を申し上げ

ます。 

講座内容 即仕事に役立つワードによる文書作成、エクセルの基本的な操作、近年要望の高いパ

ワーポイント・動画の操作に力を入れています。 

受講者と就職状況 多くは失業や休職を余儀なくされた方々が多く、早い方からは 10

月中旬に就職が決まり退会しますと挨拶され嬉しい限りでした。今年 3 月 31 日現在、就職先決

定者は 16 名、起業した方 1 名、業務多忙中 2 名が退会や休講中となっております。 

被災直後から食事、生活用品、失業対策や求職に向けての多くの支援を戴きました、そしてそれ

を活用して復旧復興の一助に微力ながら携われたことを誇りに思い感謝申し上げます。 

お問い合わせ （0192）47－3271 夢ネット大船渡 担当：西村幸雄 

 

 

 
■ 日時 5 月 8 日（火）10：00～14：00 

■ 場所 カリタスジャパン 大船渡ベース 

      大船渡町字地ノ森 43－2 

 使わなくなったネクタイで作るネックレスです。 

軽食も準備しています。気軽におこし下さい。 

 お知らせ 
春になって温かくなってきました。カリタスジャパン大船渡ベー

スでは、引っ越しのお手伝い・草取り・ネット張りなど手伝わせ

ていただきたく思います。 

 お手伝いできる事がありましたら、ご連絡をお願いいたします。 

 また、日曜日以外はお茶っこをしています。是非いらしてください。 

カリタスジャパン 大船渡ベース(主催) ☎0192－47‐4737 



 

 
 

  

  

 第一部は、小中高生の皆さんによる「夢」発表です。 

今こそ皆さんの出番です。震災のさまざまな体験をとおし

て自分の考えや大船渡市や陸前高田市に望むこと、私たち

が住む郷土気仙をこんな街にしたい等々の夢を発表しま

せんか。 

 第二部は、大人の部のほら発表です。私ならこんな復興

計画にしたい、災い転じて福となすごとき新しいまちはこ

んな気仙にしたい、環境未来都市は私がつくる等々、皆様

の奇想天外な復興計画をご提示願います。また、まったく

のほら話も大いに歓迎しています。 

 出場希望者は、お名前・住所・電話・発表演題等を FAX

でご連絡ください。発表内容等ご相談に対応しますのでお

気軽にご連絡ください。 最終申込締切：5 月 15 日 申込先 夢ネット大船渡 

入場整理券（無料） 5 月 2 日から配布 
配布場所は下記の通り ※お一人様２～3 枚ほどにお願いします 

大 船 渡 市：リアスホール・サンリア・マイヤインター店・夢商店街・三鉄盛駅ふれあい待合室 

地の森八軒街・夢ネット大船渡事務所 

陸前高田市：川の駅よこた・マイヤ滝の里店・マイヤアップルロード店 

住 田 町：スーパー八兆屋・ローソン世田米店・ローソン住田町店 

問い合わせ先：夢ネット大船渡 ☎（0192）47－3271 

 

 

 

 

 ☎ 080‐6290‐9068 代行料 1 回につき 100 円 
日用品・食料品・雑貨などの買い物を代行します。大型の商品についてはご相談願います 

 なお、買い物代行できる地域は、大船渡市・陸前高田市・住田町となっております。 

 

 

 

 
前回の 4月 21日・22日の相談者が少なく、

問題が無くなったのであればよいのです

が、勇気をもって、「ちょっと相談がある

んだけど・・」その一言を言ったときか

ら，問題は解決に向かって進みだすので

す。ぜひ，思い切って法律相談においで

下さい。また，悩みを抱えている様子の方がいらっしゃいましたら，ぜひ，法律相談を勧めてみて

ください。もし盛駅ふれあい待合室までお出でになれない方は、その旨をお話ししていただければ、

相談者宅まで弁護士が訪問相談に応じます。事前申し込みが必要です。 

 主催：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 

     予約受付電話番号 （0192）47－3542（三鉄盛駅ふれあい待合室） 

この復興ニュースは、日本NPO センターから助成を受けて発行しています。イベント等の情報を

お知らせください。発行日は毎月 10 日と 25 日です。掲載できるイベントは発効日から 1 週間

以降の開催のものです。原稿は発効日の 4 日前までに FAX 等でお知らせ下さい。 

◆期日：5 月 27 日（日） 

    10：30 開場 

    11：00 開演 

◆場所：大船渡市 

リアスホール 大ホール 

第一部 夢発表 

第二部 復興ほら吹き大会 

第三部 落語等アトラクション 

◆入場無料 入場整理券有り 

◆発表者へ豪華賞品 

◆入場者へ抽選で賞品 

■ 日時 

5 月 12 日（土）14：00～16：00 

5 月 13 日（日）10：00～12：00 

■ 場所：三陸鉄道盛駅ふれあい待合室 


