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行政を含めて相談会開く 

ネットワークの必要性 
 10 月 23 日（火）午後、大船渡合庁で気仙地域市民活動団

体のネットワーク結成への相談会を開きました。 

 このネットワークについては、昨年 3 月 17 日に結成会を開

く案内状も発送していましたが、大震災のため無期延期してい

ました。しかしながら、県内外から多くの支援団体が被災地に

入り、その対応や被災者支援活動を独自に行っている団体もあ

り、情勢が大きく変わっていることから、改めて結成についてお話合いを持ちました。 

 出された意見をまとめますと、県内外からの支援団体も来年3月で活動を終了する団体もあり、

今後は地元の団体がその活動を引き受けて行うなど、地元の団体間の協力体制を築くことは、一層

重要性が高まっていることは理解できる。しかし、先にも触れたとおり各団体とも県内外の支援団

体との共同事業や独自活動等で多忙であり、今ネットワーク結成への余裕はないと思う。 

 したがって、今後は共通する課題解決への講演会の開催、団体間の交流会等を開催しながら、ネ

ットワーク結成への熱意を育て合うことにしました。 

 

 

 

 昨年 4 月 11 日に創刊号を発行し、今回の 77 号まで発行し

てきました。最初は気仙市民復興連絡会の独自予算で発行し、

9 月からは中央共同募金会からの助成金を受け、今年 1 月から

日本NPOセンターの助成金を受けて10月まで発行しました。

毎月 2 回（10 日・25 日付）5000 部発行し、ボランティア

さんのご協力を頂いて、仮設住宅への配布を中心に、ショッピ

ングセンターや公共施設へ置いて来ました。 

 多くの方々からローカル情報紙として喜ばれて来ました。 

引続き発行するために助成金の申請を行って来ましたところ、

不採択となりました。したがって、次の助成先が決まるまで、

当分「復興ニュース」の発行をお休みいたします。皆様には大

変ご迷惑をおかけ致しますがご了承願います。 

 

                                   

 
 身の丈起業塾の特別講座として、事業を立ち上げた方、就職活動を行っている方、定年退職され

た方、子育てが終わった方など、起業する方法等無料で相談を受けます。こんな機会は二度とない

と思います。ぜひご連絡ください。 「身の丈起業塾」講師：前田隆正氏が指導いたします。 

 日時：11 月 20 日（火）①9：30～10：20、②10：30～11：20、③13：30～14：20 

 ④14：30～15：20、⑤15：30～16：20、⑥19：00～19：50、⑦20：00～20：40 

 場所：福祉の里センター2F 視聴覚室   上記希望時間をご指定下さい。 

◆申込は下記ホームページのメールフォームから 11月 20日 福祉の里センター 

「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・問せ先：NPO法人夢ネット大船渡 0192-47-3271 担当：千葉 

  (毎月 10 日・25 日発行) 
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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、11 月 3

日は大船渡市末崎地区公民館、4 日は陸前

高田市高田町大隅つどいの丘商店街で、

色々楽しい行事を行い多くの方々と交流を

行い、3 泊（2 泊はバス）4 日のボランテ

ィアを行って帰

りました。 

◆ 七五三の着付けと写真撮影 

 大船渡地区公民館では、21 家族の 27 人

が大阪から持参しました「ドレスや和服」等

で着飾り、写真に納まりました。森理事長は

自分のお孫さんの七五三から、ぜひ被災地の

お子さんにも七五三の着付けし写真を写して

やりたい。との想いでどこにもないようなす

ばらしいドレスや和服を探し出して、バスに

積んで来ました。 

 高田大隅つどいの丘商店街では、12家族

の 17 人のお子さんが着付し写真に納まりました。 

◆ ファッションショー 
 第 2 弾は「ファッションショー」でした。モデルを募集

しましたが申し出がありませんでしたが、陸前高田市から

80 才の女性から電話がありました。翌日一晩考えたがモ

デルをキャンセルしますとの連絡、再考をお願いしていま

したところ、11 月 4 日に会場に来て頂きました。 

 両会場ともスタッフを含めて 10

名ずつ赤い絨毯を歩いて頂きました。 

◆ ヘアメーク 
 男性3人の募集でしたがどなたも

無く、大田仮設の支援員をお願いしました。日頃の髪型と一変しましたの

で、明日から心配ですとの言葉でした。ご協力有難うございました。 

◆ 歌謡ショー 
 両会場ともカラオケをセットし、多くの皆さまに歌を唄って頂きました。

大阪からはシャンソン歌手の豊岡厚恵さんが同行し、素晴らしい歌を披露して頂きました。高田大

隅つどいの丘商店街では、お世話する方々のご協力により、次々とカラオケの申込者があり、大い

に盛り上がりました。 

◆ 氷上太鼓 
 10 月 21 日の太鼓フェスタにも出演しました氷上太鼓の演奏

も行いました。 

◆ つどいの丘商店街から出店 
 地元からも出店して頂きました。出店は「わいわい」、「陸丸」、

「竹林」、「協働センター」、「商工女性部」の皆さん有難うご

ざいました。 

さらに、地元就労施設から星雲工房、さんりくこすもす、あすなろホーム、きらり作業所、すず

らんとかたつむりの 5 施設の皆さんが物品の販売を行いました。ご苦労様でした。 



 

 

 

 元気人間製造研究所の事務局長：中西保裕さんは石彫

家でもあり、自ら彫ったお地蔵様２体を持参しました。 

 11月4日には大船渡市から陸前高田市へ移動する途

中に、小友町字茗荷の献花台にお地蔵様を置きました。 

 当日は、地元世話人代表の志田

勘一郎さんら 5 人に出迎えを頂き、

甘酒や切りもち等の接待を受け、

大阪の方々も一同感激し、犠牲者

へ涙を流しながらご冥福を祈りました。 

 中西さんは、夜も 2 時や 3 時になるときもあった。苦労して作ったお地蔵

様なので、こんなに眺めのよい場所に置いて頂き有難うございます。今回持

参の 2 体は兄弟のようなお地蔵様なので、末永く可愛がっていただきたいと

制作の苦労と被災地への思いを語りました。 

 もう 1 体は、末崎町平林仮設へ入居している 89 才（女性）の一人暮らし

の方へ 3 日の午後届けました。「座布団を敷き、毎日拝みます」と家族同様

に、お地蔵様と一緒に暮らしますとの言葉でした。 

 

 

 

 

～ 講演と交流会のご案内 ～ 

岩手県中小企業団体では、震災からの復興に向け、新たな事業を始めようとする方々を応援するた

め、仲間とともにビジネスを運営する企業組合制度による操業支援を行っております。 

 今回は、復興期の新しい視点からの地域課題・ニーズ解決型のビジネスの立ち上げを支援するた

め、宮城県石巻市における新規創業事例を紹介するためのセミナーを開催します。 

 ●陸前高田地区 

  平成 24 年 11 月 21 日（水）14:00～16:30 

  自然環境活用センター 米崎町字川向 14-1 

 ●大船渡地区 

    平成 24 年 11 月 22 日（木）10:00～12:30 

    大船渡地区合同庁舎 分庁舎 猪川町字前田 8-1 
 ▼講演 

  テーマ：「生き生きと楽しめる仕事を作りだす場と時間をシェアする仕組み」 

  講 師：ぐるぐる応援団 代表  鹿島美織さん 

  講師紹介：ぐるぐる応援団代表、株式会社アネモア代表取締役 

   1999 年慶応義塾大学 SFC 卒業、株式会社リクルート、株式会社リクルートメディアコミ

ュニケーションズで企画、ディレクターとして様々なクライアントを担当。2009 年独立、

フリーランスを経て株式会社アネモアを設立。 

 ▼操業支援施策の紹介 

 ▼交流会 

  講師の鹿島氏を交え、参加者相互の交流・繋がりづくりのため、情報交換等を行います。 

  飲み物とお菓子用意しています。 

 ●申込 

  １、参加会場名   ２、出席者名前（フリガナ） ３、連絡先（℡・fax・メール） 

  ４、職業（業種）  ５、創業予定の有無     ６、創業済の人は創業歴 

  以上を記入し、11 月 15 日まで（多少遅れても受け付けます）FAX か郵送にて申込下さい 

送付先：岩手県中小企業団体中央会 市場開発部 赤間、船越 

〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 14-8 

℡019-624-1363 fax019-624-1266 

 

小友町茗荷の献花台へお地蔵様を引き渡す 



 

 

 

 今高台集団移転や土地区画整理事業など、復興へ向けた話し合いや事業が進められています。 

誰もが住みやすい新しいまちをつくるために、皆で英知を出し合うために、福島県でコミュニティ

再生に取り組んでいます「NPO 法人みらいと」のコミュニティ事業部長をお呼びし、講演会を行

うことにしました。お気軽にお出で下さい。 

日時：平成 24 年 11 月 23 日（金）午後 1 時 30 分～14 時 30 分 

場所：カメリアホール 大船渡市盛町 JR 盛駅となり 

講師：NPO 法人みらいと コミュニティ事業部長 日下智子さん 
主催：ジャパン・プラットフォーム、共生地域創造財団、さんさんの会、 

みちのくふる里ネットワーク、ハビタット、夢ネット大船渡他 

 

 

 

 

 

餅まきがあります 
どなたでも参加して下さるようご案内いた

します。 

 日時：11 月 18 日 12 時 00 分～ 

 場所：陸前高田市高田町字大石 31 
    （高田一中の下、鳴石側） 

 主催：みんなの家プロジェクト 

    代表 伊東豊雄（設計建築家） 

連絡先：090-7077-8061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夢ネット大船渡の一つの事業に、仮設住宅集会所等での「生き生き支援」として手芸講習があり

ます。今年の 7 月から 10 月末までに、36 回開催し延べ 329 人が講習会に参加しています。 

 参加された方々の声を聞きますと、手芸の際は夢中になり震災の辛さや悩みを忘れてよい。また、

仮設の方々との交流も出来て楽しいとの意見でした。 

復興ニュース配布ボランティアさん ご協力ありがとうございました。 

今年 1 月から日本 NPO センターからの助成を受けて発行してきましたが、10 月で助成期間が

終了しました。次の助成先が決まるまで当分お休みします。また、発行しましたらよろしくお願

いいたします。             夢ネット大船渡理事長：岩城恭治 


