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◆ みなさん！  
大震災の犠牲者追悼と被災地の復興を

願って開催する「第三回三陸海の盆」が 8

月 11 日（日）、大船渡町野々田の特設

会場で開催されます。 

◆ １８団体が熱演 
 地元大船渡市を含めて被災地の宮古市

から南三陸町、内陸の北上市からの郷土

芸能等１８団体が熱演します。 

これだけ多くの郷土芸能団体の舞を見

る機会は他にありません。 

 多くの皆様のご来場を心からお待ちし

ています。 

 会場内では食べ物等の出店販売もあり

ます。一日を楽しんで下さい。 

◆  法要 中尊寺・毛越寺から 
 東日本大震災の地震発生時に犠牲者の

供養法要を行います。僧侶は、中尊寺（3

名）・毛越寺（2 名）から来て頂きます。

一緒に法要にご参加下さい。 

◆ 特設会場 

大船渡市大船渡町字野々田（屋台村・プレハブ横丁向い） 

主催・問合せ先：第三回三陸海の盆実行委員会 大船渡市盛町字内ノ目 14-15  ℡47-3271 
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◆ 郷土芸能 プログラム （敬称略） 

09：55 開会 実行委員長挨拶・来賓挨拶 

10：10 大船渡東高校太鼓部 

10：35 臼澤鹿子踊（大槌町） 

11：00 平七福神（大船渡） 

11：25 チンドン寺町一座（大船渡市） 

11：50 フラ・カメリア（大船渡市） 

12：10 バンブーダンス（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ出身者） 

12：30 河内家菊水丸一座（大阪府） 

13：00 川原鎧剣舞（大船渡市） 

13：25 行山流水戸部鹿子躍（南三陸町） 

13：50 崎浜大漁唄込（気仙沼市） 

14：10 黒森神楽（宮古市） 

14：40 法要 中尊寺・毛越寺 

15：05 岩崎鬼剣舞（北上市） 

15：30 桜舞太鼓（釜石市） 

15：55 小府金神楽（住田町） 

16：20 青笹しし踊り（遠野市） 

16：45 藝道宗演歌舞練会（陸前高田市） 

17：05 仰山流笹崎鹿踊（大船渡市） 

17：30 赤澤鎧剣舞（大船渡市） 

◆ 盆踊り プログラム 引続き行います 

18：00 盆踊り開始 

 大船渡音頭・椿音頭・気仙甚句・マイムマイ

ムなど、皆で輪になって踊りましょう。 

 途中に、束、北湯口舞のミニライブがありま

す。 

20：00 終了予定 

写真：赤澤鎧剣舞 

撮影：藤田象観 



 

 

 夢ネット大船渡では、社会の第一線を退いた方々の生

きがいづくりを応援しようと「社会貢献活動入門講座」

を 3 回開催しました。講師の冨手正義さん（NPO 法人

いわての保健福祉支援研究会）から、①高齢者は豊かな

知識・技術を持つ宝である。②老化を防ぐためにも自ら

進んで行動することが大切である。③そのために仲間で

社会貢献活動のアイデアを話し合ってほしい等々の助

言がありました。 

最終日の 7 月 29 日は、「人生 80 年時代に向けて、

自分のために、みんなのために、地域のために、やって

みたい夢・目標を提案してほしい」と用紙が配布され、お互いに書いてみました。  

 提案されたアイデア 

◆【シニアサロン列車】、三鉄列車の一部席を予約席として、列車内に居場所を作って、弁当を

食べながらの交流機会はどうだろう。会費は乗車券代と弁当代で 1０００円ほどになるが… 

◆【お茶っこ広場】、月 2 回ほど地域公民館での居場所づくり、当番は交替で、一人暮らしや

引きこもりの人を誘い合って、公民館役員や民生委員等の協力も得たい。 

◆【お菓子サロン】、仲間にお菓子をつくる人がいるので、気楽に参加できる場をつくりたい。

被災者との交流の機会がもっと必要です。 

◆【子連れサロン】、空き家が多いので、空き家を借りて、高齢者と子育て中のお母さん方と一

緒の居場所をつくりたい、高齢者から子育ての経験談を聞く、子育て中の仲間づくりも必要です。 

◆【畑づくり】、人は古くから「土いじり」の性分である。誘わなくとも寄って来る人が大切で

ある。土いじりで人をつなげたい。 

◆【お茶会サロン】、おしゃべりが一番だ、盆踊りの踊り手が少ない、練習会もあれば踊り手も

多くなる。みんな参加し笑顔で交流したい。 

◆【英会話教室】、小中学生や一般の人を対象に、旅行に役立つ簡単な英会話を教える講座、新

しいことを学んで刺激を得て地域の話題になる、時には外国人を呼んで行う等々。 

 以上のような提案がありました。講師の冨手さんから、このような講座を今回で終わりにしない

で、今度は県高齢者社会貢献活動サポートセンターとして、何とか継続するように努力したいとの

提案がありました。お楽しみに…！ 

 

 

夢ネット大船渡では7月24日～26日までの3日間、

盛岡公務員法律専門学校公務員ビジネス科 1 年生の２人

の職場体験を受け入れました。 

 24 日は夢ネット大船渡の設立から目的、現在の事業を

説明、三鉄の「ランチ列車」に乗車、午後は三陸町崎浜

仮設での「手芸講習」に参加し、被災者との交流と、手

芸品「カメ」を一緒に作りました。 

 25 日は夢ネット大船渡の事務所に出勤し、朝のミーテ

ィングへ参加、雨

の中を「復興ニュース」配布（長洞・宮田仮設、住田町の

３仮設）しました。住田町火石仮設では、自治会長の平野

さんから、被災当時の避難等のお話を聞きました。 

26 日午前中は、三陸鉄道盛駅の跨線橋・ホームの清掃、

午後はパソコン講習会場でのサポートを行って頂きました。

最終日には、職場体験の感想を聞きました。２人から「公

務員以外の色々な事業を知ることが出来て、将来を考える

いい機会になりました」等々のうれしい感想を聞くことが

出来ました。 
火石仮設で津波の話を聞く 

夢ネット朝のミーティング 

7月 29日の講座 



   
 

東京工業大学大学院 社会理工学研究科が７月

３０日から８月１日まで、タブレットを使ったワ

ークショップを開きました。 
 もともとワークショップは、震災時の通信状況

調査で被災地を訪れた NTT ドコモモバイル社会

研究所が社会貢献のため開催したのがきっかけで

す。３回目となる今回は主催を東京工業大学にバ

トンタッチし、『震災経験を伝えよう・語り継ご

う』をテーマに行われました。 

 東京工業大学大学院 社会理工学研究科の白川

慧一特任助教が講師をつとめ、同研究科の生徒さ

んや市民ら約６０人が参加しました。初日は、５

～６人のグループを作り、タブレット操作の説明を受けた後、撮影練習、ストーリーの構成などに

取り組みました。２日目は、主に大船渡市で取材・撮影に当たりました。３日目は、映像を編集し、

完成した映像の上映会が開かれました。 

 

 

 

７月２２日、陸前高田市地域女性団体協議会（佐々

木美代子会長）が市役所で【市長と語る・復興への女

性の思い】を開きました。当日集まった女性１９人が、

戸羽太市長とざっくばらんに意見交換しました。 

参加者から出た意見： 
◎市から住民への情報提供はどうなっているのか 

◎気仙川に川遊びのスペースを作ってほしい 

◎仮設住宅だけではなく、在宅への支援もしてほしい 

◎奇跡の一本松へ通ずる道のライトが暗い 

◎奇跡の一本松でなにか観光客向けのおみやげを 

販売してもよいのか 

◎ウォーキングロードやサイクリングロードの整備 

市長からは、一本松のロゴを作成中、図書館をどうするか検討中であるとの話がありました。 

このように、市長に対して直接意見が言える場があることはとても素晴らしいと思いました。戸羽

市長も熱心に市民の声に耳を傾けて下さいました。このような機会は定期的に設けるとのこと。

佐々木会長は「子育て世代のお母さんにも出席してほしい」とおっしゃっていました。 

 

 

 

 

 

  

東日本大震災被災地復興支援として「思う言葉を声に出して幸せをつかもう！」と出場者を募集

しています。優勝者は 10 月 19 日横浜市で行われる第 13 回「詩のボクシング」全国大会個人戦

への出場権と横浜までの往復の旅費が授与されます。 

① 自分の思いを 3 分以内で朗読できる作品を２つ持参、②オリジナル作品あれば何でも OK 

（詩・短歌・俳句・川柳・日記文・散文・感想文・演劇台本・ぼやきなど）、③肉声の表現のみ。 

締め切り：8 月 25 日、①氏名、②住所、③年齢、④電話番号、⑤職業・学校名など 

申込先：〒022-0002 大船渡市大船渡町字赤沢 12-18 簡智恵子方 詩のボクシング係 

℡／fax 0192－27－4274（簡） 

主催：詩のボクシング大船渡大会実行委員会 後援：大船渡市芸術文化協会・東海新報社 

 



 
 

☆このコーナーでは、気仙地域で 

震災に負けずに頑張るお店や工場などを紹介します！！ 

元々、お店は陸前高田駅前にありましたが、震

災で店舗は流失。２０１２年２月に、陸前高田市

竹駒町の仮設店舗で営業を再開しました。店主の

熊谷成樹さん（４４）をはじめ従業員５人が一致

団結して、おいしいラーメンを提供しています。   

熊谷さんは両親が食堂を経営していた影響で、

料理の道に進むことを決めました。高校卒業後、

東京で１１年間中華料理の修業を積みました。そ

の後、ふるさとである陸前高田市に戻り１９９９

年に被災前のお店を開店しました。 

 ここのおすすめは坦々麺（６００円）！！この

記事を書いている私も大好きな一品です。 

坦々麺は、白と黒があるのですか、白ごまか黒ご

まを使っているかの違いです。 

 店内は木目調のテーブルやイスがならぶ落ち着い

た雰囲気。カウンター席５席、テーブル席２０席あります。材料は地元の物を使用しているそうで

す。お醤油も陸前高田のもの。熊谷さんは「お客様に気持ちよく来ていただいて、おいしいものを

提供したい」と話していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■三鉄盛駅ふれあい待合室からのご案内 連絡先 ℡/fax４７－３５４２ 

◆無料法律相談 ８月３１日（土）14：00～16：00、９月１日（日）10：00～12：00 

  予約が必要です。仮設住宅へも訪問しますので、予約の際その旨を知らせてください。 

◆三鉄 駅からウォーキング ８月２４日（土） 午前１１時に三鉄盛駅へ集合 

今月は甫嶺駅から今出山金山跡・映画館跡を巡ります 参加費４５０円（乗車代・保険料代） 

 弁当・飲み物など持参してください    締め切り８月２１日（水） 

 ◆歌声列車 8 月 30 日（金）午前 11 時に三鉄盛駅へ集合 

   盛駅発 11：30 ～吉浜駅～ 盛駅着 14：00 2 時間半列車内でカラオケ 

参加費 1500 円（乗車代・弁当代）、締め切り：8 月 27 日 

   

 

 

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 

第５回 陸前高田市竹駒町 

中華食堂 熊谷 

月曜定休 

営業時間１１：００～１５：００ 

◎五百年コンサート      ☆コンサート・寺子屋塾とも無料です。 

秋田を代表する作曲家、あるまんど山平さんが５００年後の未来に向けて演奏します。 

【日時】８月２４日（土）１８：３０～２０：００ 

◎寺子屋塾 

８月１０日（土）９：００～１０：３０  

【講師】 熊谷光洋さん（普門寺住職） 

８月１６日（金）１８：３０～２０：００  

【講師】 渡辺登志子さん（カルフォルニア州認定臨床心理学博士） 

８月１８日（日）１０：００～１１：００ 

【講師】 吉野毅さん（彫刻家） 

８月１９日（月）９：００～１２：００ 

【講師】佐藤文子さん（臨床心理学博士・アートセラピスト） 

  

いずれも普門

寺本堂で開催

します。 


