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東日本大震災の津波で被災した陸前高田市小友町の
水田で５月１２日、震災後初めてとなる田植えが行わ
れました。
同地区では昨年６月から水田の復旧工事が始まり、
これまでに約８６ヘクタールの農地が営農可能なまで
に復旧しました。
田植えは、今年３月に小友町の農家を中心に設立さ
れた農事組合法人「サンファーム小友」
（石川満雄組合
長、組合員数３２８人）の皆さんが中心となって行わ
れました。石川組合長は、
「こんなに立派な田圃になる
とは思っていなかった。皆さんのおかげで、このように立派に復旧しました。ありがとうございま
す」と笑みをたたえていました。
今月末までにすべての作付けが行われる予定です。
１４日にはヤンマーグループによる産業用無人ヘリコプ
ターを使った水稲の直播（苗ではなく、水田に直接種をまく
方法）作業などが行われました。
これは、ヤンマーのスタッフが小型ヘリを無線操縦し、ヘ
リコプターから種籾を落としていく方法です。作付けの生産
性が高まるだけでなく、ヘリコプターを使うことにより若い
世代の関心を持たせる効果も期待されているとのことでし
た。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

昨年１１月に行われた『くずまきワイン列車』が再度登場です。
おいしいワインが飲み放題♪ぜひご参加ください。
【日 時】６月６日（金）１８：１５～
６月７日（土）１２：２０～
【会 場】
三陸鉄道 南リアス線 特別貸切列車
【対 象】
２０歳以上の方
【参加費】
３５００円
【募集人数】 各日ともに４８人（先着順）
【当日受付時間】６日１７：３０～１８：０５
７日１１：３０～１２：１０
【申し込み方法】三陸鉄道ふれあい待合室
（℡０１９２－４７－３５４２）へ。

於：甫嶺仮設

大阪府高石市の元気会（ボランティアグループ
「生活支援市場みどりや」：山中孝夫代表）３５名
は、５月の連休を利用して「東北支援ボランティア
＆観光ツアー」を行いました。三陸町の甫嶺仮設と
杉下仮設を訪問し、入居者と交流をしました。５月
４日午前は甫嶺仮設を訪問し、「元気まつり」とし
て、脳トレ体操・ギター演奏・絵画・餅つき等を行
いました。代表の山中さんは画家で、持参した絵を
入居者へプレゼント、夢ネット大船渡へも２畳ほど
の大きなデッサンと油絵が寄贈され、三鉄盛駅跨線
橋へ展示しました。

5 月 2 日午後 9 時に高石市を出発し、3 日は気仙沼と陸前
高田の被災地を巡り、4 日午後は三鉄へ乗車、5 日午前杉下
仮設、午後遠野ふるさと村、6 日は平泉観光、7 日早朝高石
市着の 5 泊 6 日（車中 2 泊・宿 3 泊）の被災者交流と東北
観光を行って頂きました。
三鉄盛駅跨線橋には今回寄贈を受けた絵をはじめ、三陸海
底写真や三鉄列車、被災地写真等を展示していますので、お
気軽に鑑賞して下さい。

２畳の大きい絵（山中孝夫作）
末崎町の漁民 三鉄盛駅跨線橋

【日 時】 ６月７日（土）、８日（日）
１０：００～１６：００（雨天決行）
【場 所】 三陸鉄道南リアス線 三陸駅前通り
【イベント内容】
・全国から有名窯元による「陶芸市」開催
・スペシャル応援タレント／シェリーとその仲間達による
ライブ（８日のみ）
・三陸駅舎の通路にて越喜来の写真展を開催
・著名アーティストによるギター、バイオリンなどの演奏
・大船渡東高校太鼓部の演奏
・三陸駅前に食事のできる店舗を開店
主催：浦泊地区まちづくり委員会、陶ＩＳＭウツワノチカラ実行委員会

【時

刻】 盛駅発１１：００～三陸駅着１１：２８
三陸駅発１４：４０～盛駅着１５：０８
【運 賃】 ５００円（往復乗車券代）
※通常、盛駅―三陸駅間１０８０円なので、お得な運賃で乗車できます。
申し込みが必要です。６月４日（水）までに三陸鉄道盛駅ふれあい待合室へ。
（℡０１９２－４７－３５４２）へ申し込みください。
当日は１０：３０に盛駅に集合してください。

平成２６年度 大船渡市乳幼児学級 すこやか子育て カメリアクラブの参加者を募集してい
ます。学級生と託児ボランティアを募集します。
申し込みは６月６日までに大船渡の中央公民館（℡０１９２－２６－３１６６）へ。
【学級生】＊対象：４歳ぐらいまでのお子さんを持つ親、または育児をしている方
＊受講は無料、定員３０人
＊託児諸経費：１家族１５００円（おやつ代などとして初回時にいただきます）
【託児ボランティア】
＊下記表の★マークの付く日。託児協力日は全６回です。都合のつく回のみでＯＫ
＊お子様、同伴ＯＫ。興味のある学習の際はご相談ください
＊託児ボランティア登録は、期間中随時行っております
回
１

学習日
６月１３日（金）
10:00～12:00

２

６月２７日（金）
10:30～11:00

３

７月１１日（金）
10:00～12:00

子育てワークショップ①（仮題）
～子育ての悩み 何でも話そう～

４

７月２８日（月）
10:00～11:30

子育てワークショップ②（仮題）

５

８月 ２日（土）
10:00～11:30

６

８月２５日（月）
10:00～11:30

【一般公開】
作ってあそぼう 何ができるか
な？
子育てワークショップ③（仮題）

７

９月１２日（金）
10:00～12:00

スタイ（子供用エプロン）を作ろ
う

８

９月２６日（金）
10:00～12:00

子育てワークショップ④（仮題）

９

10 月 10 日（金） 子育てワークショップ⑤（仮題）
10:00～12:00

10
11

【一般公開】※調整中
11 月 28 日（金） 子育てワークショップ⑥（仮題）
10:00～12:00

12

12 月 12 日（金） 折り紙って楽しいね！
10:00～11:30
１月１６日（金） 思い出をスクラップしてみません
10:00～13:00
か？
【閉級式＆感謝会】

13

学習テーマ
【開級式＆交流会】
親子歯みがき講習
～赤ちゃんの歯をむし歯にしない
ために～
今日もおんちゃんと絵本で遊ぼう

講師
綾里歯科診療所
所長
熊谷優志さん

託児
親子参加

ＮＰＯ法人岩手子ども
環境研究所 理事長
吉成信夫さん
岩手県立大学社会福祉
学部 講師
櫻 幸恵さん
大船渡市社会福祉協議
会
近藤和子さん
岩手県社会福祉協議会
いわて子どもあそび隊
県立福祉の里センター
大船渡市社会福祉協議
会
近藤和子さん
Mai_te
佐々木真希子さん
村上ミシン商会
村上勝教さん
岩手県立大学社会福祉
学部 講師
櫻 幸恵さん
岩手県立大学社会福祉
学部 講師
櫻 幸恵さん

親子参加

岩手県立大学社会福祉
学部 講師
櫻 幸恵さん
折り紙講師
吉田澄江さん
手作り絵本製作者
泉 兼男さん

★託児ボラン
ティア
依頼日
親子参加

★託児ボラン
ティア
依頼日
託児あり
スマイル活動
親子参加

託児あり
スマイル活動
★託児ボラン
ティア
依頼日
★託児ボラン
ティア
依頼日
★託児ボラン
ティア
依頼日

★託児ボラン
ティア
依頼日

夢ネット大船渡は平成２６年度もジャパン・プ
ラットフォームから助成を受けて、仮設住宅での
手芸講習を行っています。
５月１９日は陸前高田市竹駒町の滝の里仮設住
宅（貝山自治会長）で昼寝用のまくらを作りまし
た。
参加者１２人あり、生地がコールテンのため少
し扱いにくく、手こず
ったようですが、皆さ
ん出来上がりを見て
「にっこり」していた
だきました。

三鉄盛駅ふれあい待合室からのご案内

℡０１９２－４７－３５４２

◆三鉄歌声列車 ≪申し込み必要≫
６月１４日（土）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６月１１日（水） 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♪
◆三鉄 駅弁列車 ≪申し込み必要≫
６月２０日（金）１１：５０に盛駅集合 １２：２０盛駅発
参加費２２００円（乗車券、駅弁代） 締め切り６月１６日（月）
新型レトロ列車使用 被災地ガイド付き
◆無料法律相談 ≪申し込み必要≫
６月２９日（日）１０：００～１２：００

仮設住宅へも出張します

短歌作品 紹介します

・桜舞い 一人佇み 古里の
香り深まり 思い深まる
・海風の 塩の吹きで（ふぶきで）
父思い とわに焼き付け 心深まる
住田町本町仮設の小友英貴さまより
≪編集部より≫

素晴らしい作品をありがとうございました。
またのご投稿お待ちしております。（＾∇＾）

募
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し
て
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す

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。
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