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講師紹介
1944 年、三重県生まれ。早稲田大学第一商学部卒業。三重県議会議員（3 期連続）、
衆議院議員（4 期連続）を経て、1995 年、三重県知事へ就任し、改革派知事として
注目される。
「生活者起点」を掲げ、ゼロベースで事業を評価し、改革を進める「事業評価システ
ム」や情報公開を積極的に進め、地方分権の旗手として活動。
また、達成目標、手段、財源を住民に約束する「マニフェスト」を提言。
2003 年にはこの「マニフェスト」が、日本新語・流行語大賞を受賞するまでに浸透
した。2 期知事を務めた後、2003 年 4 月に退任。
現在は、早稲田大学大学院公共経営研究科教授、
｢新しい日本をつくる国民会議｣（21 世紀臨調）代表、

被災地では、まちづくり・学習・・子育て・介護・福祉などの身近な分野において、仕組みづく
りや活動等を行う「新しい公共」が行われています。
しかし、被災地での NPO や企業等の支援に期待が
◆日時：平成 25 年 2 月 21 日（木）
高まる一方で、まだまだ「新しい公共」は、馴染み
13：00～14：15 北川氏講演
が薄く、十分に理解されていないのが現状です。
14：25～15：00 3 団体活動発表
このフォーラムでは、そもそも「新しい公共」と
15：00～15：30 意見交換
は何か、目指すべき方向性や担い手として本来ある
◆場所 カメリアホール （JR 盛駅隣り）
べき姿について考える機会を提供し、先進的な事例
◆主催 岩手県
や自分たちの活動についてお互いに学び、参加者（団
主管 ＮＰＯ法人いわてＮＰＯフォーラム 21
体）のスキルアップにつなげるとともに、お互いの
協力 夢ネット大船渡他
広域的な連携・交流のきっかけを作ることを目的と
して開催します。
活動発表は次の 3 団体です。大船渡市＝NPO 法人さんさんの会、陸前高田市＝八起プロジェク
ト、住田町＝五葉山自然倶楽部 以上 3 団体から各 10 分間発表します。
当日は、お誘いし合って多くの方々のご参加を心からご案内いたしま
す。

皆さんの団体活動紹介（市民活動団体・自治会）を
展示しませんか
データ（写真や活動内容等保存したＵＳＢメモリー）を預り、いわて
フォーラム 21 が印刷所へ依頼し、綺麗な「Ａ１」の大きさに印刷して、
当日会場へ展示後お返しします。
今後の活動紹介に使えます。
締切：平成 25 年 1 月 15 日まで、
※ 三陸鉄道盛駅ふれあい待合室（℡：47-3542）へ
お届け願います

平成 23 年 10 月から三陸鉄道盛駅ふれあい待合室で行
っています「無料法律相談」は、東京に事務所を置くヒュ
ーマンライツ・ナウ（法律家、研究者、ジャーナリスト、
市民などが中心となって 2006 年に発足した日本を本拠と
する国際人権 NGO です）が、弁護士を月 2 回平均に大船
渡市へ派遣し、24 年 12 月で 30 回を数え、相談件数も
199 件となりました。
相談内容は多方面で、相続・ローン・土地貸借・家族関係など、直接被災と関係ないと思われる
相談であっても、その背景には震災が影響している案件が一杯あります。弁護士からアドバイスを
受けた後、笑顔になって帰る方々が多くおります。

平成 25 年も無料法律相談を行います
平成 25 年も引き続き「無料法律相談」を行います。問題を抱えている方、ぜひご連絡ください。
相談日は追ってご連絡いたします。まずご連絡ください。相談には事前予約が必要です。
℡47-3542（ふれあい待合室）

無料法律相談に何度も大船渡市へ来ている沢井弁護士から、東日本大震災復興支援 Q＆A(地
震・津波被災者版：岩手・仙台・福島弁護士会・日本弁護士連合会発行)が送られて来ました。
この Q＆A は、三陸鉄道盛駅ふれあい待合室に置いていますで職員へ声をかけて下さい。お見
せ致します（1 冊だけですのでお許しください）。全 95 の Q＆A の 34 ページです。
目次を紹介します
平成 25 年
１、被災危険区域の指定について Q４
２、被災ローンの減免を得るために Q４
1 月の無料法律相談 案内
３、被災者生活再建支援のために Q５
◆1 月 19 日（土）14：00～16：00
４、災害弔慰金について Q3
５、防災集団移転促進事業について Q40
◆1 月 20 日（日）10：00～12：00
６、土地区画整理事業について
Q12
①相談は原則一人 40 分間です
７、漁業集落防災機能強化事業、
相談はカメリアホールで行います
その他事業について Q3
②事前申込が必要です
８、災害公営住宅について
Q６
９、仮設住宅及びみなし仮設住宅について Q12
申込先：（0192）47-3542
10、住民の合意形成のために
Q６
三鉄盛駅ふれあい待合室

気仙市民復興連絡会が「活動報告書」を発行
震災から 1 ヶ月後、愛知ネットの支援指導により気仙地域の市
民活動団体による気仙市民復興連絡会を立ち上げ、避難所の炊き
出し・支援物資の運搬・瓦礫から思い出探し（写真等）を行い持
ち主へ返す活動を行いました。
さらにはお母さん方の生きがい支援としての手芸材料のお届け、
被災者の健康指導、子育て支援、救援物資の配布等を行いました。
被災地の市民活動団体が手探りで始めた支援活動をまとめた報告
書です。350 部作成し、これまで支援いただきました団体へ送付
いたしました。若干残部がありますのでご連絡ください。
三鉄盛ふれあい待合室に置きます。受取に来て下さい。
連絡先：夢ネット大船渡 ℡（0192）47－3271

被災し運休が続く三陸鉄
道南リアス線、25 年 4 月初
めに盛駅から吉浜駅まで開
通予定で、現在各所で復旧工
事中です。
待たれる三陸鉄道南リア
ス線の一部開通を記念し、
23 年 10 月にボランティア
で公演して頂きました、宮城
県栗原市の劇団「ともえ座」（石川陵山座長）を呼んで、
「三陸鉄道南リアス線プレイベント」として、公演するこ
とにいたしました。

涙と笑いの『人生芝居』 無料
3 月 16 日 豪華絢爛舞踊ショー
◆期日：平成 25 年 3 月 16 日（土）
13：30 開場
14：00 開演
約 2 時間の熱演
◆場所：カメリアホール
◆入場無料 「入場整理券」が必要です
1 月 15 日午前 10 時から、三陸鉄道盛駅ふれあい待合室でお渡しします。一人 2 枚としま
す。なお、公演当日に入場整理券を抽選券と引き換えし、当選者へプレゼントがあります。

塩さばと大根の簡単鍋
具材はシンプルに 3 品、ゆるゆると煮ながら 1 献
≪材料 2 人分≫
塩さば
１尾
大根
200g
万能ねぎ 1／2 把
≪鍋つゆ≫
水
３カップ
だし昆布
15 ㎝
酒
大さじ 2
醤油 大さじ 1 1/2
塩
少々

≪つくり方≫
①鍋に水と昆布を入れ、30 分から 1 時間置く。
塩さばは３㎝幅に切る。大根はビーラーで薄
く削る。
万能ねぎは５㎝長さに切る。
②鍋をコンロにかける。大根を入れ、煮立った
ら弱めの中火にして酒、しょうゆで調味し２～
３分煮る。大根が透き通ってきたらさばを入
れ、火が通ったら万能ねぎを加える。塩で味を
調え、汁ごと食べる。

※ピーラー（皮むき器）で大根を削ると、手軽なだけでなく火の通りも早くなり
ます。塩さばの塩気があるので、塩は加減して入れましょう。だし昆布がないと
きは、市販のだしの素を使ってもよいのです。
指導：管理栄養士の川原智子さん

三鉄盛駅ふれあい待合室

1 月イベント

ウォーク・お茶会・カラオケ・切り絵等
街の賑わい創生を目的に岩手県から委託を受けています三鉄盛駅
ふれあい待合室では、1 月のイベントを下記のとおり行います。
健康とストレス解消、新しい趣味を探す教室等を企画し、多くの皆
様に楽しんで頂きたいと、今年も努力いたしますのでよろしくご指導
をお願いします。

正月は 3 日から営業

100 名様へ（先着順）プレゼントあり

ふれあい待合室で商品をお買い頂きました先着 100 名様へ、プレゼントと福引券（１月 13 日
のもちつき大会で抽選）をお渡しします。
無料 あんこもち等
もちつき大会
1 月 13 日（日） 10；00～12：00
ご家族での参加歓迎
参加費：教材費 100 円
あでやか切り絵
1 月 17 日（木） 10：00～12：00
誰もが楽しめる切り絵です
9：40 集合 12 時到着 無料 20 日申込締切です
ウォーキング
1 月 22 日（火）
約５㌔猪川鬼越公園往復 トン汁をサービス
10：00～12：00
無料 交流を図りましょう
お茶会
1 月 24 日（木）
おやつも準備しています お誘いし合ってご参加下さい
参加費：おやつ代 100 円
カラオケ
1 月 29 日（火） 13：00～15：30
ふれあい待合室で行います

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）再生の里ヤルキタウン
12 月 15 日オープン みんなが集う場所に!
雨の中、町内の婦人会の皆様を始め地域の方々が、
早朝よりボランティアに来て頂き、開会式の盛り上
げへ協力する姿は、これまでの長い期間、熊谷理事
長他法人スタッフ一同の熱意の結果であると思い
ました。
開会式に参加した方々から、熊谷理事長が何度も
市へ足を運び連絡調整する努力が、今日の開会式成
功であり、再生の里ヤルキタウンが必ずコミュニテ
ィ再生へ大きな役割を果たして頂けるものと確信します等々の挨拶がありました。
陸前高田市を甦らせる発信源として、元気と魅力を取り戻し次世代に繋がる新たな発見と交流拡
大を目指し、地区内外の人たちを受け入れる“憩える！集える！元気を発信する！みんなのコミュ
ニティ広場としてご利用されるでしょう。
NPO 法人再生の里ヤルキタウン 理事長：熊谷耕太郎氏
住所：陸前高田市米崎町字脇ノ沢 49 電話：（0192）55-3077

1 月から「復興ニュース」5 千部発行

東北ろうきん復興支援金

復興元年といわれる平成 24 年もあと数日で新年を迎えます。10 月まで
日本 NP センターの助成によって、毎月 2 回各 5 千部「復興ニュース」を発
行し、仮設住宅等へ配布して来ました。
25 年 1 月から 3 月（3 ヵ月間）まで、東北ろうきん復興支援助成金を頂
き「復興ニュース」を発行します。イベント等の情報をご連絡ください。
25 年もよろしくご指導をお願いします。
夢ネット大船渡「復興ニュース」スタッフ一同

