
NPO 法人夢ネット大船渡 ℡/fax ４７-３２７１ （創刊号平成 23 年４月 11 日発行） 

市民活動の促進・各団体の協働推進を目指す『大船

渡市市民活動支援協議会』（代表・大関輝一みちのく

ふる里ネットワーク代表）の設立総会が９月２０日、

おおふなと夢商店街で行われました。 

 同協議会では、地元 NPO 法人のみちのくふる里ネ

ットワーク、夢ネット大船渡、さんさんの会や、大船

渡市、大船渡市社会福祉協議会がメンバーとなります。

夢商店街内に市民活動支援センターを設け、常勤スタ

ッフ２人を中心に団体ネットワーク構築、相談窓口の

設置、助成金やイベント情報の発信、講座開設などの

活動に取り組んでいきます。 

総会では、各団体の代表者約３０人が出席。協議会の代表に、

大関みちのくふる里ネットワーク代表を選出し、事業計画など

を決めました。大関代表は「各団体がお互いの能力を持ち寄っ

て協働し、誰もが住みやすいまちづくりの実現に貢献していき

たい。ご支援、ご協力をお願いします」とあいさつしました。 

 ≪大船渡市市民活動支援センター概要≫ 

 【住所】〒０２２－０００２ 岩手県大船渡市大船渡町字 

茶屋前５７－６ おおふなと夢商店街内 

 【電話】０９０－８１０７－６１０２ 【メール】shimin@ofunatocity.jp 

【問い合わせなどの対応時間】月～金曜日 １０：００～１８：００ 

陸前高田市米崎町の産直はまなす（松本タミ子同産直

組合長）で６日に行われた産業祭で、「かかし・コンテ

スト」が同時開催されました。 

２年目となる今回は、かかし２９体の応募があり、買

い物客らの投票で最優秀賞に高田保育所のかかし「うん

どうかい」が選ばれました。高田保育所の教諭が「最優

秀賞狙ってがんばって作りました」と受賞の喜びを話し

ていました。 

どの「かかし」もとっても魅力的です。１１月まで産

直はまなす（陸前高田市米崎町字川向１４６―１、国道

４５号線沿い）に飾るそうなので、皆さんぜひ会いに行

きましょう！ 
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写真：森重子理事長  

  昨年の高田町大隅つどいの丘商店街での七五三着付・写真撮影 

 

 

 

申し込み・問合わせ先：NPO 法人夢ネット大船渡 ℡・fax  0192-47-3271 

主催：一般社団法人元気人間製造研究所（森重子理事長） 大阪府堺市北区南花田町３１１－１ 

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 

 

復興ニュース発行 100 号・三鉄盛駅ふれあい待合室オープン 2 周年記念イベント案内 

   

 

 

◆11 月 9 日（土）開場 12：30、開演 13：00 ◆大船渡市 リアスホール（大ホール） 

前売り券：500 円（当日 700 円） 販売所：三鉄盛駅ふれあい待合室・サンリア他 

*★*―――――*★*―――――*★*―――――*★* 

お茶っこ交流会＆誰でも出来るニュースポーツを行います。 
来てけらっせん！！ 

【日時】１０月２０日（日）１０：００～１２：００ 

【場所】立根地区公民館（立根生活改善センター） 

【対象】どなたでも参加可能（立根町外の方でも OK） 

主催：NPO 法人みちのくふるさとネットワーク  

問い合わせ先：０９０－５２３４－５８０２（千葉） 

11月 2日（土）大船渡市 

大船渡地区公民館 
大船渡市大船渡町字明神前 10-14 

11月 3日（日）陸前高田市 

再生の里ヤルキタウン 
陸前高田市米崎町字脇ノ沢 49 

13：00～15：00 

   希望者募集中 

七五三着付け・写真撮影 

大阪より衣装持参 

後日写真 1 枚届けます 

10：00～13：00 

希望者募集中 

七五三着付け・写真撮影 

大阪より衣装持参 

後日写真 1 枚届けます 

15：00～16：00 

モデル希望者大歓迎 

ご連絡ください 

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 
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フラ・カメリアによる 

 フラダンス披露 

 花は咲く等を踊ります 

フラ・カメリアによる 

 フラダンス披露 

 花は咲く等を踊ります 

14：00～16：00 

参加者募集中 

大阪の高校生との交流会 

バルンアートコーナー 

14：00～16：00 

参加者募集中 

大阪の高校生との交流会 

バルンアートコーナー 

15：00～17：00 

参加者募集中 

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 
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第４回 

げんき 

サロン 



 

 

 

 
 「震災の記録を後世に残したい」と、甫嶺の会員から東

日本大震災の手記を集め、冊子（A４判、３８ページ）に

まとめた越喜来婦人会の甫嶺分会長。 

 小澤さんは震災時、夫と孫と３人で自宅にいて突然激し

い揺れに襲われました。夫の判断で、高台に避難。おぶっ

ていた孫はただならぬ様子を察してか、とても静かだった

そう。３人とも無事でしたが、娘さんとは３日間連絡が取れず…大きい余震が続く中、なかば諦め

ていたところ娘さんが戻ってきたそうです。 

 会員から「わたしの記憶」と題して手記を集め始めたのは今年４月。その後、集まった２６人分

の手記を小澤さんがパソコン入力し、８月に冊子を完成させました。冊子の最後のページには「み

んなが希望を持てるように…」と甫嶺の復興の様子を写した写真が掲載されています。 

 完成した冊子を読んだ会員からは『私たちの財産だね…』と言ってもらえたそうです。小澤さん

は「震災体験を１冊にまとめることで、婦人会内で共通理解が図れた。震災を機に便利な生活を見

直し、しゅんかん、瞬間を楽しく生きたい」と話していました。 

１０月６日、盛駅前で毎年恒例の「３鉄まつり」が開催

され、多くの来場者でにぎわいました。 

 今回のまつりでは、三鉄の新型車両を運転できる「三鉄

車両運転体験」やミニ SL 運転が行われたほか、来場客に

さんまのすり身汁などがふるまわれました。 

 今回も三陸鉄道のキャラクター「さんてつくん」が子供

たちに大人気でした。 

 

１０月６日早朝、大船渡市内全域で市の防災訓練が行われま

した。今回の訓練では、かなり強い地震が発生し、沿岸部に津

波が来るとの想定で行われました。 

下船渡地区では、住民らが避難経路の確認をしたあと、避難

場所のおさかなセンター三陸や下船渡公園などで担当者から

避難時の心構えを聞きました。 

 

 

  
←NO, ５ ◎１０月１日、大船渡市野々田ふ頭に、乗員乗客

合わせて１０００人以上を乗せた客船『飛鳥Ⅱ』が入港しまし

た。大船渡商工会議所女性会による太鼓演奏や綾里大権現の演

舞などの歓迎セレモニーが行われたほか、くるみもちやおしる

こが乗客らにふるまわれました。 
乗客の方々に話を聞いてみると、「大船渡の歓迎は温かい」

とうれしい言葉をいただけました。滞在中は、碁石海岸へ観光

したり、陸前高田市の被災状況を見に行ったりしたそうです。 

人物紹介コーナー♪♪ 

第３回  越喜来婦人会甫嶺分会長 

    小澤多喜子さん 
 

 ≪小澤さんの手記の一部を紹介します≫ 

震災から２年がたち、改めて思い出すと、便利な生活を常に求め、当たり前と思ってい

た暮らし方を見つめ直す機会となったように思う。 

 これからは、自然の力の脅威には人の力では及ばないことがあることを忘れず、今回体

験したことを子供たちや孫たちに伝えていきたいと思っている。 



 

    

 

この交流会：説明会では、高齢者が地域活動に踏み出すきっかけづくりや活動の活性化を図ること

を目的として、「ご近所支え合い活動助成金」の活用方法や申請手続きなどを紹介します。 

【日時】１１月５日（火）１３：３０～ 

【場所】大船渡地区合同庁舎 ４階大会議室 

【内容】１３：３０～「ご近所支え合い活動助成金」および県内外の助成金情報についての説明 

    １４：１０～県内の活動事例の紹介、情報交換等 

    １５：００～個別相談（希望者のみ）      ☆参加無料 

申し込み・問合わせ先：岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター ℡ 019-606-1774 

 

 
シニアのみなさん！あなたの知識・技術は地域の宝です。わくわくサロンでは、高齢者の生きがい

づくり・仲間づくり・地域づくりを目的に、お茶っこ飲み会、講演会、交流会などを行います。 

【日時】１１月１３日（水）、１１月３０日（土）１３：００～１５：３０ 

【場所】大船渡市民文化会館（リアスホール） 

【対象】元気で意欲のある５５歳以上の男女 

☆参加無料。定員３０人。申し込みが必要です。１２、１、２月も実施予定。 

申し込み先：NPO 法人夢ネット大船渡 ℡・fax 0192-47-3271  

主催：NPO 法人いわての保健福祉支援研究会 

問合わせ先：岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター ℡ 019-606-1774 

 

      

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

◎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 

【☆予告☆】 次号で復興ニュースは１００号を迎えます！！祝！！ 

■三鉄盛駅ふれあい待合室からのご案内  

申し込み・問合せ先：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。 

 

 

 

  

 

この復興ニュースは、

岩手県福祉基金の助

成を受けています。 

あ
り
が
と
う 

衣に食に支援の品え 掌を合わせ 

    凌ぐ被災のたつき（生活）忘れじ 

（紫波町老人クラブの支援物資を受けて詠んだ歌） 

             黒土田仮設 ８０歳代

の女性より 

 


