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 防潮堤がどうなるかご存知ですか？ 造る

岩手県の最高責任者・それを根拠とする陸前

高田市・そして不安いっぱいのあなたの三者

が直接本音で話し合える最初で最後のチャン

スかもしれません。  

 勉強会の趣旨（一部）：高田松原付近の高

さ 12.5ｍの防潮堤と気仙川水門、高田町旧

市街地と気仙町今泉西岸地区の嵩上げを根拠

とした災害復興計画素案。納得しています

か？ 知りたいですよね。聞いてみませんか。 

  

   場所：三鉄ふれあい待合室 
三鉄盛駅ふれあい待合室の支援物資（子ども服等）を見て

いた方に聞いてみました。お子さんが成長して身体に合わな

くなった服、もったいないと思う服等どうしていますか？  

 子育て中のお母さんが、子ども服をリサイクル交換できる

場所に「ふれあい待合室」を使ってみることにしました。 

 家庭で眠っているもったいないお子さんの服、三鉄ふれあ

い待合室へお持ちいただけませんか。職員が受付します。 

 そして必要なお母さん、ぜひ見に来て下さい。 

多くの方のご協力をお願いします。 
 

 

 

 

大会へ多くの方々に出席頂き、交流を図りたいと願っています。ぜひ多くの視覚障がい者のご参

加をお待ちしています。（視福協大船渡支部の熊谷賢一さん情報提供）。 

◆開催目的：県内に在住する視覚障がい者が一堂に参集し、よりよい社会参加と自立に向けて、視

覚障がい者を取り巻く問題点について討議し、福祉の向上を図る。 

◆主催：社会福祉法人岩手県視覚障害者福祉協議会 

 共催：特定非営利活動法人「視覚障がい者のための手でみる博物館」 

◆期日：平成 24 年 7 月 22 日（日） 受付 9：00～  

★ 午前の部 10：30～12：00  

    講演 社会福祉法人日本盲人会連合会長 弁護士（日本初の全盲弁護士竹下義樹氏） 

★ 午後の部 12：45～14：30 式典・議事 

◆場所：盛岡市総合福祉センター 4 階講堂 

     〒020－0886 岩手県盛岡市若園 2－2 ℡ 019－651－1000 

◆大会事務局・問合せ先：岩手県視覚障害者福祉会館  

〒020－0015 盛岡市本町通 3 丁目 6－20 ℡・fax 019－652－7787   

  (毎月 10 日・25 日発行) 
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◆日時：6 月 18 日(月)17：00～21：00 

     途中参加も歓迎 

◆場所：竹駒地区コミュニティセンター 

◆参加予定者 

 県土整備部長、大船渡土木センター所長 

 陸前高田市復興局 局長・技監 

◆主催：海の民連絡協議会 

岩手県・陸前高田市・市民 

合同勉強会のご案内 



 

① 
 

小中学生の夢発表に大きな拍手 

 ５月 27 日（日）第 6 回復興ほら吹き大会を、大船渡

市民文化会館で行いました。色々な行事が市内外で開か

れる中、来場者・ボランティアを含めて約 800 人の方々

が、楽しいひと時を過ごしました。 

 今回は新しい試みとして、小学生や中学生の発表があ

りました。将来の郷土を担う青少年の夢発表は大変注目

されました。大船渡一中の川畑さんと高橋さんは、夢の

町づくり～安全の町・人に会える町～とのテーマで、大

船渡で生活する以上、津波を忘れることは出来ない、「地

震後すぐに、素

早く高台に避難できる町」にすることですと訴えました。 

 また、猪川小学校の宍戸さんは、通学路の安全を守る交

通指導員さん、米作りの指導員さん等多くのすてきな地域

の方に囲まれて生活しています。こんなすてきな大船渡が

首都に、大船都になったらいいな、と思いました。私は大

船都の知事になります。と大舞台で堂々の夢を発表してい

ただきました。北上市飯豊小学校 5 年生の中館さんは、

好きな将棋のプロをめざし、日本一になりたいと発表していただき、来場者の大きな拍手を受けま

した。全員に「夢大賞」を贈りました。 

◆ 第一部 小中学生の夢発表者 

 発表者 演  題 出身学校名 賞 

１ 古舘晴人さん プロの将棋で日本一に 北上市飯豊小 5 年 夢大賞 

２ 宍戸遥香さん 未来の大船渡 猪川小 5 年 夢大賞 

３ 
川畑朱子さん 

高橋光希さん 

夢のまちづくり 

～安全の町・人に会える町～ 
大船渡一中 3 年 夢大賞 

◆ 復興ほら吹き大会 発表者紹介は次号へ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了後発表者・審査員等による記念写真 

末崎町出身 

歌手 

濱守栄子さん 

奥州市出身 

落語家 

桂枝太郎さん 

法螺貝吹奏の菊田さん 

（気仙沼市） 

大阪から支援に来てくれた 

元気人間製造研究所 

森重子理事長 

会場のリアスホ

ールへ たくさ

んの来場有難う

ございました 

お楽しみ大抽選会 

ブローチ、赤城牛肉、

バランスバイクなど 



 

 

陸前高田市高田町にオープンしました「高田大隅つどい

の丘商店街」は、6月 3 日も多くの子連れのお客様で賑わ

っていました。  

同商店街にリニューアルオープンしました「きらりんき

っず」（伊藤昌子代表）は、未就学のお子さんと保護者、家庭で子育てをしているおじいちゃん、

おばあちゃんが子どもと遊んで、ほっと一息ついておしゃべりをして育児の相談や子育て情報を得

る場所です。子どもだけで使用したり、保育を行う場ではありません。 

 利用方法は：初回、利用登録が必要ですが利用料はかかりません。企画イベントなど一部の実費

を頂くことはありますが、季節行事のお餅つきなどはご兄弟で参加してもかま

いません。※左の写真は、横浜市高田地区のキャラクター「たかたん」です。 

◆ ご案内……あったかふれあいコンサート  

親子でめちゃくちゃ楽しもう！ 

6 月 17 日（日）10：00 開演 場所：米崎保育園 （入場無料） 

 岩手、宮城、鳥取の仲間が集まり、歌・あそび・笑いの楽しいステージです 

宮沢賢治特別イベント 

in 大船渡 
 東北が生んだ国民的作家、宮沢賢治は 37 年

という短い人生の中で、三陸沖地震や大規模な

冷害に見舞われながら、故郷を愛し続け、童話

「グスコーブドリの伝記」を残しました。 

 今年発表された 2 本のアニメは、賢治の世

界を題材にして、観るものすべてに勇気と感動

を与えてくれます。 

 ■ 招待券入手方法 
１、はがき申込の方法、はがきに①全員のお名前と年齢、②住所、③被災状況（在宅被災者・みな

し仮設入居者・仮設住宅入居者・その他）、④電話番号、を記載の上、下記へ申込下さい。 

  〒022-0006 立根町字前谷地 8-5 大船渡アクションネットワーク会議事務局 

２、直接の方法、三鉄盛駅ふれあい待合室へ、参加希望用紙に記載後、引き換えに「招待券」をお

渡しします。（招待券は 6 月 12 日頃到着予定です） 

 以上いずれも招待券に限りがありますので、無くなり次第配布を終了します。 

 

 

 

 夢ネット大船渡は、これまで手芸材料の提供、講習会開催、作品展の開催を行って来ました。今

度は作った作品を販売につなげたいとの希望がありました。販売方法の一つに「いけぶくろ質屋ま

つり実行委員会」から、東京サンシャインシティビル内で開催するイベントで販売したいので送っ

てくれないかとの問い合わせがあります。 

 現在、手芸を行っている人で販売したい人を探しています。希望者はご連絡ください。 

 三鉄車両カフェ 
６月１７日（日）１１時～１５時 三鉄盛駅ふれあい待合室 

三鉄車両の中で東京横浜独逸学園ご提供の手作りドイツケーキを皆様に振る舞います！ 

カラオケはお一人様２曲まで♪ ２００円で車両入場券を販売し、ご利用の際に必要となります。 

復興ニュース配布 ボランティア募集中 

 現在、大船渡市 4 名と 1 団体、陸前高田市 10 名と 1 団体の方々が、毎月 10 日・25 日の発行日以降 1

週間以内に配布していただいております。仮設住宅も各地に分散しておりますので、ご協力いただける方 

ご連絡をお願いします。   夢ネット大船渡 ℡（0192）47-3271 

◆日時：6 月 17 日（日） 

会場 13：30 上演 14：00 

◆場所：大船渡市民文化会館 

リアスホール マルチスペース 

◆招待人数 100 組 200 名様 

◆主催：大船渡アクションネットワーク 

連絡先 夢ネット大船渡 

℡0192－47－3271 



盛町出身の高橋章子さん 
 神奈川県相模原市に

住んでいます大船渡市

盛町出身の高橋章子さ

んが、ご主人の和夫さん

（能代市出身）とともに、

昨年 6 月の避難所での

ボランティアに続いて、

今年も来て下さいまし

た。 

 章子さんは、臨床心理カウンセラーやメディカルハーブコ

ーディネーターの資格を生かした「フラワーアレンジメント」

を。和夫さんは、はり師・灸師・あん摩マッサージ指圧師の

資格から「マッサージ」を行いました。 

 1 日目の 6 月 4 日は、午前赤崎町鳥沢仮設住宅の談話室 

午後は後ノ入仮設住宅集会所で行いました。2 日目の午前は

カメリアホール、午後は盛町沢川仮設談話室で行いました。 

沢川仮設でフラワーアレンジメントを楽しんだ千葉さんは、

「花の組み合わせやのりを付ける

ところに緊張しましたが楽しかっ

た。茶の間に飾ります」と言って、

自分が作った世界に一つの作品を

見つめていました。 

 ４ヶ所でフラワーアレンジメントは計 40 名、マッサージは計 19 名

の方々が楽しみ、癒して頂きました。 

 

 

 

 

 アレルギーでお悩みの方へ 
 「食事後、湿疹が出た！アレルギーかしら？」と、食物アレルギーが心配で、卵、乳などをご自

分の判断で除去していませんか？「ぜんそくかしら？ アトピーと一緒で自然に治るのでしょ？」

と思っていませんか？ 一方、食物アレルギー、ぜん息はそのままにしておくと、命にかかわるこ

ともあります。アトピーでは大人まで全身症状がつづき、大変辛い生活が強いられることになりま

す。そんな方に、愛知県子ども病院（あいち小児保健医療総合センター）などで診療を続ける「ア

レルギー専門医」が面談し、心配にお答えします（無料です！）。この機会を是非ご利用下さい。 

期日 時間 場所・担当医 担当医 

0７月 0８日（日） 午前・午後 県立大船渡病院３階講義室 伊藤浩明先生 

0８月 19 日（日） 午前・午後 吉浜地区拠点センター 漢人直之先生 

09 月 02 日（日） 午前・午後 竹駒地区コミュニティセンター 伊藤浩明先生 

10 月 07 日（日） 午前・午後 綾姫ホール（三陸町綾里平館） 伊藤浩明先生 

10 月 08 日（祝） 午前・午後 米崎地区コミュニティセンター 伊藤浩明先生 

11 月 11 日（日） 午前・午後 県立大船渡病院 3 階講義室 漢人直之先生 

午前の受付は 10 時～10時 30 分 相談時間は 12 時に終了 

午後の受付は １時 30 分～２時  相談時間は３時半に終了 

≪ご注意≫託児の関係上、出来るだけ事前申し込みをして下さい。 

 お子さまのおやつは誤食の心配がありますので持ち込まないで下さい。 

 

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行日から 1週間以降の開催のもので

原稿は発行日の 4日前までに FAX等でお知らせ下さい。 

沢川仮設高橋さんを囲んで写真 

鳥沢仮設 

後ノ入仮設 

カメリアホール 

和夫さんのマッサージ 

問合せ・申込先 

認定 NPO 法人アレルギー支援ネットワーク事務局 

子育てサポーター「スマイル」 

☎070-5038-5055、℡・fax0192-26-2908 


