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 昨年 10 月 5 日、岩手県の指導により「三鉄盛駅ふれあい待

合室」がオープンし、早くも 1 年が経過いたしました。 

 これまで「ふれあい待合室」の利用者は 18,155 人（1 日平

均 55 人）が利用しています。イベントでは無料法律相談が 39

日間、161 件

の相談者がありました。さらに歌声列車（10 回・

187 人）、ウォーキング（9 回 209 人）、手芸

品の販売や講習会、お茶会、救援物資を置き被災

者から喜ばれています。 

 一周年記念イベントは、ほとんど無料ですが、

手芸品の販売は有料ですのでお許しください。 

主催：NPO 法人夢ネット大船渡 

問合せ：三鉄盛駅ふれあい待合室℡47-3542 

 

 

  

第 1 回目の「身の丈起業塾」は、9 月 3 日・4 日の両日行いました。受講者は二つのコース

へ、17 人が熱心に前田隆正先生（みたか起業塾）の指導を受け、それぞれ起業への意欲を持っ

て進んでいます。第 2 回目は、下記の日程で行います。 

 起業への想いをお持ちの方、ぜひ受講願います。この身の丈起業塾は 2 日間で終了です。 

女性のための身の丈起業塾 

10 月 24 日（水）13：30～16：30 

10 月 25 日（木）13：30～16：30 

「身の丈起業塾」（男女共通）  

10 月 24 日（水）18：30～21：30 

10 月 25 日（木）18：30～21：30 

◆会場：福祉の里センター（立根町田ノ上 30-20）  

◆申込は下記ホームページのメールフォームから  

「身の丈起業塾大船渡」 https://sites.google.com/site/minotakeofunato/ 

    携帯アドレス minotakejyukuofunato@gmail.com 

 ◆主催・問合せ先：NPO法人夢ネット大船渡 0192-47-3271 担当：千葉 

 

 

 

岡田 修氏（津軽三味線演奏家）紹介 
１８歳の時に東京の就職先で津軽三味線に出会い稽古を始める／その後

津軽の山田千里師匠の音に出会い／山田師匠に師事する為に津軽へ旅立つ

（２３歳）／５年間津軽で修行し、

最後の年に津軽三味線全国大会の

チャンピオンになる／東京を基盤

にしつつ、海外や日本各地で演奏活動を展開しています。 

主催：津軽三味線岡田修事務所 

協力（問合せ先）、夢ネット大船渡 ℡47－3271 

  (毎月 10 日・25 日発行) 
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◆日時：10 月 7 日（日） 

     11：00～14：00 

◆場所：ふれあい待合室と周辺 

◆内容：餅まき、すり身汁、綿あめ 

  カラオケ大会（賞品あり） 

  他多くの協力者の出店  

  手芸品の販売 
 

◆日時：10 月 28 日（日） 

  開場 13：00、開演 14：00 

◆場所：大船渡地区公民館 講堂 

   大船渡町字明神前 10－14 

◆ 入場無料 



大船渡の皆様へ 大震災後、１年６ヶ月に際して  
度々、大船渡に伺い、見たり聴いたり感じたり想い入れも込めて言葉

にしてみました・・・。  

平成２４年９月１１日（火）    相模原市民：笹本二郎  

サン・アンドレス公園の待宵草  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コミュニティ再生へ話合い  地の森 2 区・中央通 
 9 月 12 日午後 7 時、大船渡町のカリタスジャパンい

こいの家にて、地の森 2 区地域公民館内の方々に集まっ

て頂き、自宅を含めてどのように地域を再建すべきか話

し合いました。 

 最初に、夢ネット大船渡の岩城理事長から、かっては

「地の森商店街」を結成しようとの呼びかけもあった地

域です。マイヤ中央店や JA 地の森支店もあり、大船渡

町の北地域の中心地としての生活圏を形成していました。

こうした震災前へ復興させるように支援したい。 

 山崎久人地の森 2 区公民館長から、こうした復興への

話し合いを持ちたいと考えていたところであり、大変良い機会をつくって頂いた。 

大船渡市から出席しました海山（土地利用課）・熊谷（集団移転課）・新沼（住宅公園課）さん

から住宅建設への支援等の説明を受けた後、出席者（地元出席者 25 名）から質問や意見が出され

ました。中央通地区は、9 月 23 日に集会を開きました。 

  

                                                大船渡市 
◆設置目的：東日本大震災で被災された要援護高齢者などに対して、安心した日常生活を支援する

とともに、仮設住宅

入居に限らず、在宅

の方々の生活支援

体制の構築を図る

ための活動拠点と

して、総合相談、地

域交流事業等を包

括的に提供する事

を目的にサポート

センターを大船渡市内 4ヶ所に設置する。 ◆業務内容：各サポートセンターに常時 2名の生活支

援専門員等を配置し、被災者等の様々な困りごと・相談ごとの解決支援（総合相談）、地域の方へ

の交流の場を提供・イベント（地域交流事業）を実施します。お気軽にご連絡ください。 

想いもよらない   出来事に  

言葉も失い     ただ呆然  

止まったままです  時計  

どなたが祈りし   千羽鶴  

港を見渡す     塔の上  

 

あの人この友    それぞれに  

涙と笑顔を     併せ持つ  

途切れたままです  線路  

どなたを想って   この花は  

ほのかに咲きます  夜明けまで  

 

想いもよらない   出来事に  

言葉も失い     ただ呆然  

止まったままです  時計  

どなたが祈りし   千羽鶴  

港を見渡す     塔の上  

 

 

あの人この友    それぞれに  

涙と笑顔を     併せ持つ  

途切れたままです  線路  

どなたを想って   この花は  

ほのかに咲きます  夜明けまで  

 

ハミング・・・・  

ハミング・・・・  

忘れはしません   あの日  

漁り火灯して    この海に  

あしたを信じて   漁に出る  

 

浜風カモメよ    何処へ 

名称 場所 電話 担当地区 

大船渡北地区ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

とみおか 

盛町字町 6－1 

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ内 
25－1234 

盛町・猪川町 

立根町・日頃市町 

大船渡南地区ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ  

鴎（かもめ） 

大船渡町山馬越 188 

気仙苑内 
27－0207 大船渡町・赤崎町 

末崎地区ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

おたすけ 

末崎町平林 48－1 

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ内 
22－1025 末崎町 

三陸地区ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

さんそん 

越喜来字杉下 56－4 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさんりく内 
44－1144 三陸町 



 写真は順不同です 

 

The North Journey は 9 月 8 日 9 日の二日間

にわたり大船渡を始めとした陸前高田、釜石、大槌

の 7 会場でのライブを行いました。今回 NPO 夢ネ

ットの岩城さんご厚意で、盛駅前を会場の一つとし

て使わせていただくことになり、音楽を聞きながら、屋台の食べ物など楽しんで頂くスペースとし

て、2 日間、40 組近くのミュージシャンを送り込みました。MC の松本佳奈は、こちらの子供さ

んを助手として一緒に進行を進めました。スタッフ、ミュージシャンも売店の設営撤収のお手伝い

をさせていただいたり、その中でここに来なければ知り得ない事を沢山学んだと口をそろえており

ます。改めてお礼を申し上げます。私たち

に歌う機会を与えていただいて感謝して

おります。大船渡の皆様ありがとうござい

ます。そしてどうかお体に気をつけて。 

また参ります。 

       主宰 鈴木輝雄  

主宰者の鈴木さん 

 

掲載出来なかった方、ごめんなさい！ 

さんさんの会のビール    夢ネットの手芸販売 



今年もボランティアへ 11 月 3 日・4 日 

 

 
 大阪の一般社団法人・元気人間製造研究所（森重子理事長）は、昨

年に続き、今年も 11 月 3 日・4 日の両日、貸切バスでボランティア

に来ます。3 日は大船渡市末崎地区公民館、4 日は陸前高田市長部漁

村センターで、色々楽しい行事「お祭り」を行います。特に今年は地

元の人たちと一緒に行いたいとの要望もあります。 

5 年間継続し実施 今回は 2 回目 
◆目的 

１、被災地の人たちとの交流を持ち、ひとときの癒しの場を提供する。 

２、継続した活動と数多くの交流で、より深い信頼関係を構築する（5 年間継続実施）。 

３、青少年の参加（大阪から）により、現地の人たちとの協働を通じて、 

若いころからのボランティア精神を育成する。 

４、一年ごとの開催で被災地が、時と共に、どのように復興しているかを学習する。 

★ファッションショー女性 10 名（モデル）募集 

★ヘアーメイクショー男性（モデル）3 名募集 

★七五三や家族の写真撮影希望者  
◆イベント内容 

「舞台」＝①ファッションショー 女性 10 名募集 

 ②ヘアーメイクショー 男性 3 名募集 

     ③歌謡ショー シャンソン歌手、④撮影会（七五三等） 

     ⑤地元の踊り or 盆踊り 

「会場」＝たこ焼きコーナー／ホルモン焼きそばコーナー 

／おでんコーナー／ドリンクコーナー／地元からも出店を… 

◆問合せ・申込先：NPO 法人夢ネット大船渡 ℡（0192）47-3271 

 昨年 10 月からヒューマンラ

イツ・ナウ（東京）から月 2 回

平均で、弁護士を派遣して頂き、

8月末で157件の相談を受ける

ことが出来ました。10 月の日程

は右記の通りですので、お気軽にご連絡ください。 

 9 月 1 日盛町で開催の「東北復興まつり」へ、山形県を代表し「花

笠踊り」に参加した方より、「私達も繋がり（大船渡の方と：山形の

学校で子供達が一緒）、絆をこの震災によって改めて感じることがで

きました。また、大船渡の事を忘れないために皆様から椿ブローチを

頂きました。今度は改めて椿ブローチをお買いしますが、1 個 300 円

でよいのでしょうか」。山形県民舞協会 副会長：鈴木豊喜芳（芳子） 

 ※鈴木さんより 100 個の注文を頂きました。写真は鈴木さん 

 手芸品を内職として作っている方、手芸品の販売支援をお手伝いしたい方、ご連絡ください。 

   連絡先：三鉄盛駅ふれあい待合室 ℡（0192）47-3542 

復興ニュース掲載へ イベント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。発行は毎月 10 日・

25 日付、掲載出来るイベントは発行日から 1 週間以降の開催のものです。原稿は発行日の 5 日

前までに FAX 等でお知らせください。 

11 月 3 日（土） 

14：00～ 

末崎地区公民館 

11 月 4 日（日） 

13：30～ 

長部漁村センター 

◆10 月 13 日 14：00～16：00 

    14 日 10：00～12：00 

◆10 月 27 日 14：00～16：00 

    28 日 10：00～12：00 

事前申し込みが必要です 

◆申込先：ふれあい待合室 

℡（0192）47-3542 

 


