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協賛公演
新日本舞踊 満月会
会主 佐藤満枝
坂東流
桂木みゆき（盛岡市）

平成２５年１１月９日（土）大船渡市民文化会館
開場：１２時３０分、開演：１３：００

「涙と笑いの劇団・素晴らしい踊り」で被災地を元気にしたいとの願いから記念イベントを
行います。多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。入場券は、三鉄盛駅ふれあい待
合室、サンリア等で販売しています。電話下さればお届け致します。＜10 月 1 日から販売＞
主催：NPO 法人夢ネット大船渡 ℡・fax（0192）４７－３２７１
三鉄盛駅ふれあい待合室 ℡・fax（0192）４７－３５４２ 盛町字東町裏 16

今年で３回目

平成２３年永沢仮設他、２４年末崎地区公民館・大隅つどいの丘商店街

11 月 2 日（土）
大船渡市
大船渡地区公民館 大船渡町字明神前 10-14

11 月 3 日（日）
陸前高田市
再生の里ヤルキタウン 米崎町字脇ノ沢 49

13：00～15：00
申込：夢ネット大船渡
℡47-3271

10：00～13：00
申込：夢ネット大船渡
℡47-3271

15：00～16：00
モデル希望者大歓迎
ご連絡ください
14：00～16：00
15：00～17：00
申込先
夢ネット大船渡
℡47-3271

七五三着付け・写真撮影
大阪より衣装持参

七五三着付け・写真撮影
大阪より衣装持参

ファッションショー
大人・子ども（15 才以下） 14：00～15：00
モデル希望者大歓迎
自分の自慢の服も OK
ご連絡ください
素敵なプレゼントあり

ファッションショー
大人・子ども（15 才以下）
自分の自慢の服も OK
素敵なプレゼントあり

中高生交流会
バルンアートコーナー
男・女 友達づくり
お茶飲み･趣味仲間づくり
25 才～80 才 歓迎
参加者にプレゼントあり

中高生交流会
バルンアートコーナー
男・女 友達づくり
お茶飲み･趣味仲間づくり
25 才～80 才 歓迎
参加者にプレゼントあり

14：00～16：00
15：00～17：00
申込先
夢ネット大船渡
℡47-3271

主催：一般社団法人元気人間製造研究所
協力：NPO 法人夢ネット大船渡・NPO 法人再生の里ヤルキタウン

葛巻高原食品加工株式会社のご協力により、ワインの飲み
放題「くずまきワイン列車」を運行します。
盛駅発 18：20～吉浜駅～盛駅着 20：20
予約受付：10 月 7 日より 定員 40 人（先着順）
申し込みは電話でお願いします。その際、①名前、②電話
番号、③乗車日、④人数をお知らせください。
申込先：夢ネット大船渡（担当：佐藤）℡・fax（0192）47-3271
昨年演奏者の一人

The North Journey REUNION
昨年に続き大船渡で 3 日間演奏
昨年（9 月 8、9 日）に続き、今年は 11 月２日～4 日（3 日間）
まで下記場所で演奏します。主宰の鈴木輝雄さんは「地元ミュージ
シャンにも参加いただき 100 人規模のライブを開催します」と意
気込んでいます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。
●盛駅前：2 日 13：00～17：00、3 日 11：00～17：00、 4 日 11：00～16：00
●屋台村：２～4 日／11：00～19：00 ●地の森八軒街：2 日 10：00～15：00、
●長洞仮設：2 日 19：00～20：00

「フェスティバルトレイン・ライブ列車

参加者募集中！

三鉄列車内での生演奏。11 月 3 日（日）盛駅発 14：10～吉浜駅～盛駅着 16：20
参加費：１,０００円 予約が必要です 先着 40 人
申込先：三鉄盛駅ふれあい待合室 ℡（0192）４７－３５４２

高齢者が持つ知識・経験・技術を活かしながら、様々な地域活動を支える担い手として社会参加
活動に取り組むとともに、高齢者自身の老後の生きがいづくりに繋げる事業です。内容は●学習
会：講師を招き、社会参加の取り組み方、実践方法等を学ぶ。●ワークショップ：「これから」に
ついて話し合い、活動を具体化に繋げる。●先進事例の現地研修：県内で先進的に活動している団
体を視察し、取り組み方法などを学習する。１１月から２月まで 6 回開催します。
１１月の開催日＝１１月１３日（水）・１１月３０日（土）：１３：００～１５：３０
開催場所＝大船渡市民文化会館リアスホール 会議室
講師＝岩手県立大学総合政策学部 倉原宗孝教授
主催：岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター ℡019－606－1774
参加申し込み先：ＮＰＯ法人夢ネット大船渡 ℡・fax（0192）４７－３２７１

あでやか切り絵展 作品募集中
◆日時：11 月 6 日（水）午前 10 時～午後 6 時
7 日（木）午前 10 時～午後 5 時
◆展示会場：サンリア
型紙に新聞折り込みチラシ等を貼り付け、きれいに仕上がりま
す。愛好者が多くなってきましたので、お互いの作品を展示し合
って楽しみましょう。各仮設住宅を回って作品を集めています。
ご協力をお願います。
主催：NPO 法人夢ネット大船渡 ℡・fax（0192）47－3271

三鉄ふれあい待合室で
切り絵＆お茶会開催しました！
夢ネット大船渡主催の『あでやか切り絵・お茶会』
が１８日、三鉄ふれあい待合室で開催されました。
１８人の方がお茶っこしながら、あでやか切り絵に
チャレンジしました。初めて切り絵にチャレンジする
人がほとんど。皆さん、『すごいね～。あでやか切り
絵は誰が考えたの？スーパーのチラシを使うと面白い
作品が仕上がるね』と話しながら、世界に一枚しかな
い魅力的な作品を仕上げていました。

←NO, ３◎夢ネット大船渡主催、第３回マジック教室での
一枚。皆さん悪戦苦闘しながらも、『マジックを覚えて誰
かを喜ばせたい！！』と、頑張っていました。
＊＊＊＊＊＊＊＊
NO, ４→◎９月７日、
「大船渡復興・東北三
大まつり」で、ディズ
ニーの人気キャラク
ターたちが市中心部をパレード。子供も大人も「かわいい～！
また来てね～！」とミッキーたちに手を振っていました。

東日本大震災から２年半を迎えた９月１１日、
中尊寺の僧侶の方が陸前高田市小友にあるお地蔵様
の前で法要を行いました。毛越寺のご詠歌メンバーや
地元の方々も集まり、震災で犠牲になられた方々の鎮
魂を祈りました。
このお地蔵様は大阪市の石師が手彫りし、寄贈した
もの。管理は近所の方が行っています。
中尊寺執事の破石澄元さんは震災直後から陸前高
田市を訪れ、現在も月命日にはお地蔵様の前で法要を
行っているそうです。法要後、破石さんは「最初に陸
前高田市に来た時に比べて町の姿は変わった。しかし『復興』
という意味では姿は見えていないと感じる。私はたいしたこと
は出来ないが、震災で犠牲になられた人たちの供養を続けてい
きたい」と話していました。
住民の方は皆、明るい笑顔で僧侶の方や私たち取材組を迎え
入れてくださいましたが、ひとたび法要が始まると目に涙を浮
かべて故人を偲んでいました。
被災された方は普段笑顔でも深い悲しみをこらえて生きて
いることを忘れてはいけない、今回の法要で改めて思いました。
また、住民の方は仕事のこと、今後の住宅のことなどの不安
を口にされる方が多いです。復興はこれから、これからです。

■三鉄盛駅ふれあい待合室からのご案内
問合せ先・申込み先：三鉄盛駅ふれあい待合室 ℡／fax （0192）47－3542
◆無料法律相談 １０月１９日（土）１４：００～１６：００ 申し込み必要。
１０月２０日（日）１０：００～１２：００ 仮設住宅へも出張します。
◆歌声列車 １０月２５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１０月２２日（火）
◆駅からウオーク １０月１９日（土） 吉浜駅から津波石までウオーキング
行き＝盛駅１１：３０発
帰り＝盛駅１４：００着 弁当持参 参加費７００円
締め切り１０月１６日（水） 好評につき、毎月実施。
◆駅弁列車 １０月２０日（日）盛駅ふれあい待合室集合１１：00 盛駅発 11：30
参加費２,０００円(駅弁・乗車料) 締め切り１０月１６日（水） 毎月実施。

≪編集者より一言≫
９月１６日は敬老の日でしたね。私は九州・宮崎県に住んでいる祖母に
三陸産のサンマを贈りました。ばあちゃん、「サンマ、脂がのっていて
おいしい」と喜んでいました。本当に三陸の魚はおいしいですね！！

◎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

