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犠牲者の霊を悼み、復興を願って  

今年は山田町で開催しました 

 

昨年大船渡市で開催しました三陸海の盆、

今年は 8 月 11 日山田町で開催しました。 

 山田町では、ＮＰＯ法人大雪りばぁねとの

3 億円使途不明金問題が起こっていること

から、当初ＮＰＯ等の開催に対する地元の不

信感があったそうですが、最後にはご理解を

得て、山田町の協力もあり当日は地元の方々

も多く参加していました。 

  

主な出演団体は、水戸部鹿子踊（南三陸町）・桜舞

太鼓（釜石市）・黒森神楽（宮古市）・鬼剣舞（北上

市）・崎浜大漁唄込（気仙沼市）・藝道宗演歌舞練会

（陸前高田市）・大沢虎舞（山田町）・臼澤鹿子踊（大

槌町）・大沢大神楽（山田町）・歌手の濱守栄子さん

（大船渡市出身）等でした。来年の開催地も気仙沼市

唐桑と決定するなど、被災を忘れずに継続して開催す

ることに遠野まごころネットをはじめ関係者に心から敬意を表します。 

 上の写真は、左から今年の臼澤実行委員長・唐桑の鈴木（実行委員長予定者）・岩城昨年実行委

員長・多田遠野まごころネット理事長 

 

 

10 月 5 日の歌声列車 気仙の歌声愛好者の参加を募集中♪♪ 

  盛岡市：ロシア亭北斗「歌声喫茶」の常連客と交流します 

 盛岡市のロシア亭北斗では、毎月 1 回お店で「歌声喫

茶」を開催していますが、そのお客様へ呼びかけて、三陸

鉄道の歌声列車へ乗車し（盛駅から釜石駅往復約2時間）、

気仙の人たちと一緒に歌を歌いたいと 20 人程が、歌詞カ

ードを作って来ます。 

 歌は、われは海の子、夏は来ぬ、浜辺の歌、川の流れの

ように、異邦人、ローレライ、知床旅情などです。 

ロシア亭の小松料理長は大船渡市出身の方でぜひロシ

ア亭の参加者と気仙の人たちと交流したいとの強い要望

がありました。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

事前申し込みが必要です。 

 主催：三鉄盛駅ふれあい待合室 

 協力：盛岡市 ロシア亭北斗 

  (毎月 10 日・25 日発行) １１９号 

20１４年 

８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 

日時：10 月 5 日（日） 

    盛駅発 13:30 

場所：盛駅 13 時 00 分集合 

参加費：一人 1000 円 

（乗車料・お茶等代） 

締切：9 月 30 日（火） 

申込：三鉄盛駅ふれあい待合室 

 ℡（0192）47－3542 

来年の成功を願って握手 

臼澤・鈴木・岩城・多田 



三鉄盛駅ふれあい待合室利用者 10 万人達成 
 平成23年10月にオープンしました三鉄盛駅ふれあい待

合室の利用者が、８月１８日に 10 万人となりました。１０万

人目は神奈川県川崎市の稲留敦子さんでした。稲留さんには

「恋し浜」関係の記念品、10 万 1 人目から 50 人へ記念品を

贈り、お客様と一緒に祝いしました。 

部分再開しました昨年 9 月に 5 万人となり、それから 10

カ月ほどで 10 万人となりました。特に今年の全線再開後は昨

年度の約 2 倍の利用者となっています。 

（注）ふれあい待合室利用者数は三鉄乗客数とは異なります。 

 

ふれあい待合室オープン 3 周年イベント開催 
 三鉄盛駅ふれあい待合室を運営しています夢ネット大船渡は、ふれあい待合室オープン 3 周年

と三陸鉄道開業 30 周年を記念し、11 月 15 日に大船渡市民文化会館大ホールで劇団ともえ座と

満月会の公演を行います。 

9 月 1 日から入場券（500 円）の販売が三鉄盛駅やサンリアなどで始まります。 

愛媛県の愛南町から中高生防災教育視察研修に 

  三鉄盛駅前で愛南町 PR イベント実施 
 愛南町教育委員会は、8 月 4 日～7 日まで宮城・岩手の被

災地を訪問し、閖上中学校・荒川復興市場・気仙沼漁港・三陸

鉄道・おらが大槌夢広場等を視察し地元中高生との交流を行い

ました。そのコースの中で 8 月 5 日午後、愛南町立城辺中学

校 2 年田中さん、南宇和島高校講師の山下さん、愛媛大学教

授の森さんによる愛南町産の「晩疳」等の販売しながら愛南町

の PR を行って頂きました。持参した晩疳が好評ですぐ品切れ

となりました。また、三鉄車掌体験を行う生徒もありました。お世話した夢ネット大船渡も愛南町

PR イベントを盛り上げるため、三鉄駅前にテントを張って、三鉄グッズ販売等を行いました。 

 

 

 

住田町中上団地の仮設住宅跡地にこのほど東屋が

完成し、住民たちの憩いの場となっています。 
東屋は、東京大学とマサチューセッツ工科大学の

学生や教員らが「みんなの舞台（憩いの場）をつく

るプロジェクト」の一環として作られたものです。 

 学生らは８月４日から１２日の９日間、中上団地

に滞在しながら東屋をつくりあげました。東屋製作

にあたっては、住民と意見交換しながら実施したそ

うです。 

 東京大学とマサチューセッツ工科大学の有志は毎

年夏に、被災地の仮設住宅に東屋を建設していると

のことでした。 

 

 

 

８月７、８、９日の３日間、三陸鉄道の貸切列車内で「銀

河高原ビール列車」が運行され、３日間で延べ１１７人の方

に楽しんでいただきました。 

銀河高原ビール（本社：西和賀町）の「ヴァイツェン」や

「ピルスナー」などの種類のビールが飲み放題でした。 



 公益財団法人いきいき岩手支援財団では、財団に設置された「基金」により高齢者の保健福祉な

ど少子高齢社会を支える民間の活動に対して助成を行っております。 

 助成事業の概要、第３次募集の日程は次の通りです。必ず「いきいき岩手支援財団」のホームペ

ージを確認してください。（「お知らせ」から入れます）  
 

助成対象事業 基金名 事業種別 主な対象事業の例 

いわて 

保健 

福祉基金 

一般枠（保健福祉、地域福祉） 高齢者などの保健福祉の向上に資す

る事業 

地域福祉の増進を図る事業 

特別枠（ご近所支え合い活動） 

 

高齢者が主体となって行う事業 

高齢者をサービスの対象とする事業 

営利を目的とする事業は除かれます 

助成対象者 岩手県内に住所、または活動の本拠を有する民間の団体、法人、個人 

助成額 申請書などの審査により、事業に直接必要と認められる経費です。 

限度額：いわて保健福祉基金３００万円。（ご近所支え合い活動は３０万円） 

対象外経費 不動産取得費、職員給与費、団体等運営費、パーティーの飲食費 

助成期間 単年度。ただし、年次計画で段階的に行う事業は効果を見て３年継続可。 

第３次の日程

および 

取り扱い窓口 

 

 

 

基金名 事業種別 締め切り 

 

決定 取り扱い窓口・問い合わせ 

いわて 

保健福祉 

基金 

 

 

一般（保健

福祉等） 

 

９月１９日 

（金） 

１０月 

下旬 

いきいき岩手支援財団 

総務・健康支援グループ 

特別枠（ご

近所） 

９月１９日 

（金） 

１０月 

下旬 

岩手県高齢者サポートセ

ンター（アイーナ） 

【問い合わせ・書類の提出先】 

いきいき岩手支援財団（総務・健康支援グループ） ≪一般枠受け付け≫ 

〒０２０－００１５ 岩手県盛岡市本町通３－１９－１  

℡０１９－６２６－０１９６、fax０１９－６２５－７４９４ 

岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター    ≪特別枠受け付け≫ 

〒０２０－００４５ 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１ 

℡０１９－６０６－１７７４、fax０１９－６０６－１７６５  

 

 

 

【日 時】９月１０日（水） １３：００～１５：００ 

【場 所】大船渡市市民交流館 カメリアホール 

【プログラム】 

① 講演 「お酒と健康について」 

講師 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 

   副院長 松下幸生先生 

② アルコールパッチテスト（お酒に対する体質判定） 

③ お酒とカラダとココロにまつわる各種展示 

 ※プログラム終了後、ご希望の方に久里浜医療センターの医師、ソーシャルワーカー、および市

役所地域福祉課の保健師、精神保健福祉士が個別にご相談に応じます。 

【申し込み、問い合わせ先】申し込みは電話、ファックス、メールで大船渡市役所生活福祉部地域

福祉課障害福祉係へ（℡０１９２－２７－３１１１、fax０１９２－２６－２２９９、 

メール fukushi@city.ofunato.iwate.jp） 

mailto:メールfukushi@city.ofunato.iwate.jp


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギターを触ったことがない、なかなか続かいない、弾き語りができるようになりたい、昔弾いた

曲をまた弾きたいな…などなど。 

自分のギターを持っていなくても大丈夫。お貸しします☆ 

【日 時】 毎週火曜日 １９：００～ 

【場 所】 大船渡市盛町権現堂１－１ 来渡ハウス 

【対 象】 高校生以上 中学生以下の方はご相談ください。 

【参加費】 １０００円（１回２時間） 

 問い合わせは℡０１９２－４７－５５１８ 

メール lighthouse.ofunato@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

三鉄盛駅ふれあい待合室からのご案内 ℡０１９２－４７－３５４２ 
◆無料法律相談 ≪申し込み必要≫   

９月１４日（日）１０：００～１２：００ 仮設住宅へも出張します 

９月２８日（日）１０：００～１２：００ 

◆三鉄 駅からウォーキング ≪申し込み必要≫ 

９月１３日（土）１０：３０に盛駅集合 １１：００盛駅発 

参加費７００円（乗車券、保険代） 締め切り９月１０日（水） 

  吉浜駅から津波記念石を往復します（約６キロ） 弁当、雨具持参 

◆三鉄 駅弁列車 ≪申し込み必要≫ 

９月２７日（土）１１：００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９月１９日（金） 

  新型レトロ列車使用 被災地ガイド付き  

◆三鉄 歌声列車 ≪申し込み必要≫ 

９月２０日（土）１１：００に盛駅集合 １１：３０盛駅発 

参加費１５００円（乗車券、昼食代） 締め切り９月１７日（水） 

  新型レトロ列車使用 カラオケを楽しみましょう♪ 

 

 

 

  

 今年もやってくる～ＹＯＳＡＫＯＩ旋風！ 

 
 

 東日本大震災復興応援～第三弾 北海道 

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン出場チームと、東北 

のよさこいチームが大船渡に集結し皆さまに 

元気と感動を届けます。入場は無料！！ 

 

【日 時】 ２０１４年９月１５日（月）祝日 １１：００～ 

【場 所】 大船渡市民体育館 

【問い合わせ先】  

kesen よさ恋フェスタ実行委員会 

（℡０９０－２６０２－５５５９）へ。 

 

この復興ニュースは、 

公益財団法人公益法人協会、 
ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルク

ラブの助成を受けています。 

～ご意見、ご感想をお寄せください～ 

NPO 法人夢ネット大船渡  

＊大船渡市盛町字内の目１４－１５ 

＊℡/fax 0192-47-3271  

＊メール npoyumenet@bz01.plala.or.jp 

 

mailto:メールlighthouse.ofunato@gmail.com
mailto:＊メールnpoyumenet@bz01.plala.or.jp

