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東日本大震災から 2 年が過ぎ復興・復旧は進んでいるか

のようですが現状は厳しいものがあります。このことを、

所属するキングレコード株式会社、キング民謡歌手クラ

ブにお話ししましたところ、歌手クラブ会長大塚文雄様、

早坂光枝様、梅若朝啄様、小杉真貴子様、小野花子様他

キング所属歌手の皆様の御賛同を頂き復興支援の夢の

舞台が叶いました。 

 日本民謡界大御所総出演と岩手の皆様にもご出演・ご

協力を頂き創り上げる華やかな舞台を是非沿岸の皆様

に御観覧頂きたくご案内申し上げます。 

主催：キング民謡歌手クラブ、後援：キングレコード㈱ 

 ㈲リアスアドセンターから相談を受けた NPO 法人

夢ネット大船渡は、漆原栄美子さんの企画に賛同し、

気仙地域からの希望者受付等のお世話を行うことにし

ました。多くの皆様のご参加をご案内いたします。 

 入場料：１階 4,000 円のところ 2,000 円 

～ 座席指定入場券 ～ 

 交 通：バス・マイクロバス（主催者漆原負担） 

 その他：昼食等は各自持参ください（自己解決） 

 三鉄盛駅ふれあい待合室の夏特別企画として、一人 500 円（大人・子ども同額）の参加費で、

三鉄貸切列車へ、毎日 44 名を招待します。この資金はふれあい待合室に置いています「三鉄早期

復旧カンパ箱」に、「2 年間 500 円玉を貯金しました」として 10 万円を匿名で入れた方があり

ました。この寄付金を基に三鉄支援を兼ねて希望者を貸切列車へ招待します。 

運行日ごと先着 44 名様を受付します。車内ではジャンケン大会やビンゴゲーム等を予定してい

ます。子ども会やお友達お誘い合ってお申込み下さい。 

申込先：三鉄盛駅ふれあい待合室 ℡（0192）47－3542 
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大船渡市盛町字内の目１４－１５ 

ＨＰ「夢ネット大船渡」と検索を 

npoyumenet@bz01.plala.or.jp 

●日時 

 平成 25 年 8 月 25 日（日） 

   午後 1 時開演 

●場所 

 盛岡市 岩手県民会館 

●集合：大船渡市盛町 

    三陸鉄道盛駅前 

  8 月 25 日（日） 

   9 時 20 分まで厳守 

●出発：午前 9 時 30 分 

●締切日 早めに申込下さい 

    8 月１８日 

チケット取扱い場所 

●三陸鉄道盛駅ふれあい待合室 

入場券 半額の 2 千円で販売 

①お名前、②住所、③電話番号 

④交通手段(バス乗車か自家用車) 

以上をお聞きします 

問合せ先・℡（0192）47-3542 

キングレコード専属 



 

 

 

※このコーナーでは、気仙地域で震災に負け

ずに頑張っているお店や工場などを紹介して

います。 

移動販売車「ゆいま～る」、店主の新沼玲（アキ）さ

んは沖縄出身者、昨年夢ネット大船渡が開催した「女性

のための身の丈起業塾」で学び、内閣府の助成を受けて、

今年 4 月から愛車（移動販売車）を手に入れ、現在はマ

イヤ大船渡店・インター店・赤崎店、さらには水沢コー

プ、一関コープ、今後は千厩へも行く予定とのことです。 

7 月 14 日の地の森八軒街「月市」へ出店した新沼さ

んから聞いて見ました。『商いが「すごく楽しい」「や

っぱり好きなんですね」』と、毎日楽しく行っていまし

た。 

扱っている商品は、①サーターアンダギー（沖縄風ド

ーナッツ）、②沖縄 B 級グルメ タコライス、③沖縄衣

類新品・中古品フリーマッケート等です。 

 

7 月 17 日・18 日の両日、甫嶺仮設へ大阪府高石市

ボランティアグループ「生活支援市場みどりや」の池内

剛史代表らが訪問し「大阪府高石市から“笑い・元気を”」

と童謡に合わせて、梅崎由紀子さんの指導により、日頃

の運動不足解消と脳の活性化へ皆で楽しみながら体操

を行っていました。 

 

7 月 18 日は、落語家の桂枝太郎さ

ん（真打・奥州市衣川区出身）が、大船渡市のカリタス大船渡ベースと後

ノ入仮設を訪問し、落語を披露しました。桂枝太郎さんも気仙でのボラン

ティアは 4 回目となりました。8 月 7 日頃にも訪問予定とのことです。ご

希望の仮設住宅さんご連絡をお願いします。（夢ネット大船渡へ電話下さ

い） 

7月12日から15日まで大船渡町のギャラリーさか

いで被災後初めて、和紙ちぎり絵愛好者（金野多惠子日

本和紙ちぎり絵協会特別会員）らによる和紙ちぎり絵展

が開かれ、多くの方々が鑑賞していました。 

ちぎり絵の指導は平成 13 年頃から始め、現在の会員

は 31 名、月 1 回マイヤ大船渡店ふれあいホールで講習

を行っています。 

 

 この度、支援者の方から、被災地の内職として「ゴルフク

ラブカバーを編んでくれる人がおりませんか」との問合せが

ありました。審査に合格すれば内職が出来ます。希望者は左

記の説明会へご出席ください。説明会参加事前申込必要です。 

第 4 回 大船渡市 移動販売車 

沖縄名産店「ゆいま～る」 

新沼さんと愛車（移動販売車） 

内職説明会 無料 

日時：8 月 23 日(金)午後 1 時 

場所：カメリアホール研修室 

主催：三鉄盛駅ふれあい待合室 

℡47－3542 



●駅からウォーク 

三鉄南リアス線の駅からウォークは、5 月の陸前赤崎「大

洞貝塚跡」、6 月の綾里駅「不動滝」、そして 7 月 20 日は

恋し浜駅から砂子浜の大家「1750 年の宝暦時代から栄えた 

旧家を行いました。 

8 月 24 日（土）は、甫嶺駅から「今出山金山事務所や映

画館跡」までの片道約 3 キロのウォークです。 

午前１１時 00 分三鉄盛駅に集合 11 時 30 分発の列車 

参加費 450 円（保険料、乗車券代）、弁当・飲み物 

雨具等持参してください、締め切り 8 月 22 日（水）、申込み先：三鉄盛駅ふれあい待合室 

●歌声列車 8 月 30 日（金） 盛駅１１：３０発 吉浜間往復 盛駅１４：００着 

   会費 1,500 円（昼食・乗車券代等）締め切り 8 月 28 日（水） 好評につき、毎月実施。 

 

 

 

 

 

長崎県の新上五島町（しんかみごとうちょう）から

椿の苗１０００本が大船渡市に贈られ、７月１２日に

贈呈式と植樹式が行われました。 

式には新上五島町の江上悦生町長や戸田公明大船渡

市長をはじめ、協力団体など関係者約７０人が参加し

ました。 

 贈呈式では、江上町長が「この椿が両市町の友好の

懸け橋になれば。椿苗が不足した場合は、追加支援も

考えていますので、長期的なプロジェクトにしてほし

い」とあいさつ。戸田市長は「今日の植樹は、椿産業

拡大の大きな一歩になる。椿資源をいかした産地づくり

を官民一体となって進めていきたい」と話していました。 

 今回贈られた椿は高さ約５０センチのヤブツバキ。こ

の日は参加者らが手分けをして、３００本を市内末崎町

の遊休農地に植樹しました。 

 今後、残りの７００本を同所や、大船渡東高校に植え

ていくそうです。  

 

 

 

 

 

 第三回三陸海の盆は、8 月 11 日（日）10：00～20：00 まで、大船渡市大船渡町野々田の

特設会場（屋台村・プレハブ横丁の向い）で行います。昼の部は郷土芸能を中心に、夜は盆踊りを

行います。多くの皆様のお出でをご案内します。 

 

 

 

 

 

NO, 2 

◎大船渡市のとある民家で咲いていた 

キレイなあじさい。 

なんと形がハート形をしております。かわいいですね！ 

 

砂子浜大家の見事なお御堂内で、

当主千田様から説明を受ける 

江上悦生町長（左）と戸田公明市

長 



広田小学校生徒さんの通学事情 
東日本大震災から２年４か月たった今、広田小

学校の児童がどのような様子でバス通学している

のでしょうか？ 

広田小学校区では、幅の狭い道路に復興のため

の大型車が行きかい、徒歩による通学は危険が伴

うため、スクールバスが運行されています。これ

により児童らは安全に登校できるようになりまし

た。登校ルートの始発は広田町の長洞バス停を午

前７時３９分発、朝のスクールバス運行はこの１

便だけとなります。 

７時３０分頃になると、児童１０人が保護者と

一緒に集まります。そしてバス到着の時間が近づ

くと、道端に低学年の児童を先頭に一列に並び、到着したバスに乗り込んでいました。 

途中４か所の停留所がありましたが、３か所では１人ずつ乗り、終点の広田小前バス停で降りた

児童は１３人でした。乗車時間は７分ほど。夢ネットのスタッフが保護者に写真を撮らせてもらっ

ても良いですかと聞いたところ、「子供たちを一列に並ばせましょうか」と明るい声が返ってきた

ので、ホッとした気分で終点の広田小前バス停に向かいました。 
 

 

７月１０日午後、リアスホールで復興・共生フォー

ラムが開催されました。 

 フォーラムは２部構成で、前半はさわやか福祉財団

理事長の堀田力さんが「みんなが安心して暮らせる町

へ」をテーマに講演しました。 

 堀田さんは「住民は街づくりにおいて課題意識を持

ち、自分で出来ること、家族でできることなど思って

いることを態度で表すことが大切です。また、市の復

興計画の進捗情報を随時住民に知らせることが大事」

と話していました。 

 後半は「おらほのまちの復興はどこまで進んだか」をテーマに戸田公明市長ら８人のパネリスト

が登壇し、話し合いをしました。 

 このうち、大船渡市の仮設住宅支援事業の運営を委託されている株式会社ジャパンクリエイトの

新田恵市さんは「現在大船渡市には３７仮設住宅に１７００世帯３８００人が生活を送っているが、

現在、１か月で２０～３０件が退去している状況。大船渡は特に復興が進んでいる地域だと思うが、

復興格差が出ている。高齢者のストレスケアが課題です」と話していました。 

 

   
◎どなたでも応募可能です。◎電話、メール、封書でお寄せ下さい。 

   NPO 法人夢ネット大船渡  ＊大船渡市盛町字内の目 14－15 

     ＊℡/fax 47-3271 ＊メール npoyumenet@bz01.plala.or.jp 

「リフレッシュヨガであそぼう！」 
 当日はヨガの先生、佐藤より子先生が楽しく指導します。 

 【日時】８月１９日（月） ９：３０～１１：３０   

【場所】カメリアホール    【参加料】１家族１００円 

 問い合わせ先 子育て支援ボランティア スマイル 

代表 村上トメ子さん（電話 0192-26-2908） 


