
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） 

山口県山口市のログハウス建築家でチェンソーアーティスト林隆雄さんの作品展『森の動物園』

が住田町と陸前高田市で開催されます！東北で初展示！！入場無料。 

直接作品に触れることが出来ます。好きな作品に乗って、写真を撮ろう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【陸前高田市開催①】 

◆日 時  ５月５日（月）１０：００～１４：３０ 

◆場 所  陸前高田 未来商店街（竹駒町滝の里３－１） 

＊１０：００～１１：３０、チェンソーアートのデモンストレーションあり 

  問い合わせ先：未来商店街 黒田さん（℡０８０－１８５８－５２９２） 

 

 

 

 

主催 ＳＵＭＩＴＡチェンソーアート杣遊会  

お祭りでは歌や音楽、ダンスなどのステージイベントやキッチンカーなどの出店があります。 

【日 時】 ５月４日（日）１１：００～１６：００ 

【場 所】 陸前高田カモメネット事務所付近（陸前高田市気仙町字福伏２２） 

仮設住宅に暮らしている方で交通手段がない方、１仮設１０人以上の参加希望者がいる場合は送

迎サービスがあります。 

申し込みは、カモメネットのホームページの問い合わせフォームから、または

rikuzentakatakamomenet@gmail.com 宛にメールください。時間調整のため、なるべく早めに

（最低２日前まで）ご連絡いただきますようお願いします。 

  (毎月 10 日・25 日発行) １１１号 

20１４年 

４月２５日 

  メール 

発行：NPO 法人夢ネット大船渡 

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 

【住田町開催①】 

◆日 時 ４月２６日（土）～５月４日（日） 

９：００～１６：００ 

◆場 所 住田町社会体育館 

＊２８、２９日は休館日。 

また５月４日は１２時まで。 

 

【住田町開催③】 

◆日 時  ５月１８日（日）９：３０～１４：３０  

◆場 所  住田町ふれあい広場 

住田町開催の問い合わせ先：斎藤機械店（℡０１９２－４６－３０６２） 

【陸前高田市開催②】 

◆日 時  ５月６、７、９、１１日 ９：００～１８：００ ＊１１日は１５時まで。 

◆場 所  ＮＰＯ法人 福祉フォーラム・東北「朝日のあたる家」（米崎町松峰４８－１） 

 問い合わせ先：朝日のあたる家（℡０１９２－４７－４７５０） 

 

【住田町開催②】 

◆日 時 ４月２９日（火）  

９：００～１４：３０ 

◆場 所 道の駅 種山ヶ原ぽらん 

 

 



 
 

 

東日本大震災で大切な家族や友人をなくした

貴方…震災から３年が過ぎても、誰にも言えず心

の奥底にしまっている辛い気持ちを手紙に出し

て、心を楽にしてほしい…。 

陸前高田市広田町でカフェ「森の小舎（こや）」

を営む赤川勇治さん（６３）が、そんな行き場の

ない想いを受け取る「漂流ポスト３・１１」を開

設しました。 

 受け取った手紙は店内で公開します。差出人の

住所は不要です。 

【郵送先】 〒０２９－２２０８ 

 陸前高田市広田町赤坂角地１５９－２  

『森の小舎 漂流ＰＯＳＴ３．１１』 

大船渡市では、地域課題の解決や地域の活性化を目指して各種団体が自主的に取り組むまちづく

り活動などに対し、補助金を交付して支援します。  

希望する団体は、大船渡市役所企画調整課に事業計画書など所定の申請書類を提出してください。 

【対象団体】  市内でまちづくり活動を行う団体 

（構成員は概ね５人以上、その２分の１以上が市民で事務局を市内に置くもの。 

自主財源が確保されていること。 

なお、市が構成員又は事務局等を担っている団体は除きます） 

【対象事業】 平成２６年度中に完了するもので、国・県の補助制度および大船渡市中小企業振興

事業補助金など、市の他の補助制度の対象とならないもののうち、次のいずれかに

該当する事業 

      ・市民の利益に広く寄与するもの     ・独自の発想や新たな視点によるもの 

      ・波及効果や新たな展開が期待できるもの ・地域の特性や資源を生かしたもの 

      ・地域課題の解決や地域の活性化に資するもの 

【申請受付期間】 ５月３０日（金）午後５時１５分まで 

必ず大船渡市市役所のホームページで概要を確認してください。 

問い合わせは大船渡市役所企画調整課（℡０１９２－２７－３１１１） 

 

観光型「ＢＲＴ」三陸の海試乗記 
ＪＲ大船渡線は２０１３年３月２日から気仙沼駅～

盛駅間４３．７㎞にＢＲＴ（バス高速輸送システム）

を開通しておりましたが、２０１４年４月１７日から

従来の時刻表で１日２便を観光型ＢＲＴ（２９席）車

両で運行されることになり、その試乗会が４月１５日

に盛駅～小友駅の片道約２０分の専用道区間で開催さ

れ、皆さんより２日早く乗車してきました。 

「三陸の海」号のネーミングも、特に大船渡市や陸

前高田市・気仙沼市の海をイメージした配色やデザイ

ンとなっておりシート・押しボタン等にも三陸の豊漁

の海を配慮し、窓向きシート席での車窓からは今の時

期しか見られない波も穏やかな大船渡湾の風情を堪能

する事が出来ました。 

森の隠れ家的なカフェに出来たポスト 



  
気仙高齢者大学大学院では、これまで地域に多大な貢献をされてきた方々が自主的に学んで知識

を広げ、自らの健康増進、学生間の親睦を図り地域の発展に寄与することを目的としています。 

興味のあることをじっくり研究したい方、自らの知識を深めたい方、勉強したいけど何から手を

つければいいのか分からない方、参加をお待ちしております。自分のペースで勉強でき、最終的に

は学位習得が可能です。学費は無料です。 

【開催期間】 修士課程 平成２６年５月～平成２７年３月 （月１回開催） 

       博士課程 平成２７年５月～平成２８年３月 （同上） 

【内容】   講義の聴講、課外学習、各自研究、論文作成 

【場所】   岩手県立福祉の里センター 

【入学式】  ５月下旬 

【対象】   県内在住の６０歳以上の方 

 申し込み、問い合わせは福祉の里センター（℡０１９２－２７－０２９４）か窓口まで。 

 社会の第一線を退いた後の自分の人生、皆さんどのようにお

考えでしょうか。一人での生活は寂しすぎます。「先生」と言

われたり、得意な特技を持つことにより、人との交流が楽しく

もなります。こんな生きがいをつくりだす応援として、夢ネッ

ト大船渡は次のような事業を行います。お気軽にご参加下さい。 

 人の前に立って、みんなをビックリさせるマジ

ック、覚えたら尊敬され、人気者になります。指

導下さる東京アマチュアマジシャンズクラブの

二本木光史先生（花巻市）が優しく指導します。

ぜひご受講をお願いします。 

 

 

 

 

 

※開催日は会場の都合から定期開催は無理ですが、毎月下旬の金曜日とする予定です。第２回は６

月２０日（金）、時間は同じです。 

この教室は「いきいき岩手支援財団」の助成を受けて開催します。 

この講座は、手芸の好きな方々に「色々の手芸の習得」

「教えることの楽しさ」「被災者の生きがい支援」などを

目的に、手芸を覚えて頂き、仮設住宅や地域の集会場等

で、皆と一緒に手芸を行うことにより、指導する方も受

講する方も生きがいになる手芸講習を行うことを目指し

て行います。 

講師に、サンリアショッピングセンター２階の「あん

でる」の先生へお願いしています。 

当面の開催日 

第１回 ６月１１日（水）午後１時１５分～４時３０分 カメリアホール会議室 

第２回 ６月２５日（水）午後１時１５分～４時３０分 カメリアホール会議室 

第３回 ７月 ９日（水）午後１時１５分～４時３０分 カメリアホール会議室  

           この講座は、ジャパン・プラットフォームの助成を受けて開催します。 

５月～１０月まで、月１回 

７回コースとして開催 

時間：午後１時２０分～４時３０分 

場所：大船渡市 カメリアホール 

受講料：無料 教材費は実費負担 

定員：２０名（先着順） 

締切：平成２６年５月１７日（土）まで 

申込先：夢ネット大船渡  

℡・fax（０１９２）４７―３２７１ 

 

手芸指導者育成講座開催要項 

講習：６月から月２回 

全１０回コース 

募集定員：１５名（先着順） 

受講料：無料（材料費は実費負担） 

開催日：第２、４水曜日 

開催場所：カメリアホール（予定） 

締切：５月３１日 

申込先：夢ネット大船渡  

℡・fax（０１９２）４７-３２７１ 

 

第１回マジック教室 

開催日時：平成２６年５月２３日（金） 

午後１時２０分～４時３０分 

開催場所：カメリアホール２階会議室 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訂正】復興ニュース１１０号で、俳句の投稿と表記しましたが、 

正しくは短歌の投稿でした。お詫びして、訂正いたします。申し訳ございません。 

 

短歌と俳句作品いただきました 

・身をけずり 被災人達 救うため こらえる姿 あのアタゴ山 

・ふるさとも とついだ家も 被災され いつまで住むの この仮設宿 

       （陸前高田市気仙町上長部 山田かつ子さま） 

・被災地も 幸多かれと 春の風  

・被災地の 土手に花咲く 寒椿 

・川柳を  句作模作で 散歩する 

       （旧三陸町出身 釜石市 瀬戸洋子さま） 

この復興ニュースは、 

岩手県福祉基金 

ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイル

クラブの助成を受けています。 

◎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 

 

三鉄盛駅ふれあい待合室からのご案内 ℡０１９２－４７－３５４２ 
◆第２回 いわてさんりく恋列車 祝・全線開通！！三陸鉄道貸切列車で街コン！！  

  ５月３日（土・祝日）  

【対象】女性：２０歳以上の未婚の方／男性：２０歳以上４５歳以下の未婚の方 

【参加料】女性：３５００円／男性：４０００円 

申し込みは、i.s.koiressha@gmail.com 宛てに氏名、年齢、性別、住所、電話番号 

メールアドレスを記入の上、メールでお申込みください。 

◆おもてなし列車 

５月１５日（木） おいしいお茶とお菓子を車内でふるまいます。※運賃は自己負担 

盛発１１：００⇒三陸着１１：２８⇒盛着１１：５６ 

盛発１３：４０⇒唐丹着１４：２５⇒盛着１５：０８ 

◆三鉄 駅からウォーキング ≪申し込み必要≫  

５月１７日（土）８：３０に盛駅集合 ８：５０盛駅発  

参加費１０００円（乗車券、保険代） 締め切り５月１４日（水） 

今回は平田駅から釜石大観音を往復します ＊入館料は各自お支払ください 

◆三鉄歌声列車 ≪申し込み必要≫ 

５月２３日（金）１１時に盛駅集合 １１：３０盛駅発  

参加費１５００円（乗車券、弁当代） 締め切り５月２０日（火） 定員 4８人 

新型レトロ列車使用 真新しい車内で、カラオケを楽しみましょう♪ 

◆無料法律相談 ≪申し込み必要≫   

５月２５日（日）１０：００～１２：００ 仮設住宅へも出張します 

◆三鉄 駅弁列車 ≪申し込み必要≫ 

５月２５日（日）１１時に盛駅集合 １１：３０盛駅発 

参加費２２００円（乗車券、駅弁代） 締め切り５月２１日（水） 

  新型レトロ列車使用 被災地ガイド付き  
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