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 大船渡警察署が昨年認知した特殊詐欺被害は、４件発生し被害総額２７０

０万円となっています。全国では１万１９０１件（１１月末）推計被害総額

は約５０００億円、岩手県では８４件（１２月末）４億２０００万円の被害

となっています。 

 気仙の４件の内１件は未遂で済みましたが、他の３件は被害額が、それぞれ２１００万円、５０

０万円、１００万円でした。 

 振り込め詐欺には、①架空請求詐欺、②融資保証金詐欺、③還付金詐欺、④オレオレ詐欺などが

あり、手口も巧妙化しています。被害者の７６％が高齢者と言われます。 

 かわいい子や孫を思うおじいちゃん・おばあちゃんの愛情に付け込んだ詐欺に注意しましょう。

また、「儲け話に注意」、うまい話には乗らないようにしましょう。自分は「オレオレ詐欺」には

引っ掛からないと言っている人に限って・・・。ということもあります。 

 おかしい電話や緊急の電話があった際は、一人で判断せず、必ず家族や知人、警察に相談してほ

しいと呼びかけています 

 何かありましたら直ぐ電話を 大船渡警察署（℡26－0110）生活安全課へ  
 

 

 

    フォーラム終了後 三鉄列車内で交流会 

 今大船渡市も陸前高田市も復旧ではなく、新しいまちへ

の復興を進めようと、被災地では工事が行われています。 

 盛町も半分ほど被災しましたが、ほとんどの事務所も住

宅も復旧工事が行われ元の街になりつつあります。 

 大船渡市の陸の玄関口である盛駅周辺は、依然として寂

しい実態であり、今後の計画もありません。 

 昨年 4 月から三鉄も全線運転を再開しました。そして釜

石から宮古までの JR 山田線の三鉄移管が決まりました。

盛駅周辺を賑やかにし盛町全体へ波及させる計画を持ち、

その実現へ行政と市民が協力し合って進むことが大切と

考えます。フォーラムは以上の事を考え話し合う機会です。 

 第 2 部 三鉄列車内での交流会 
 フォーラム終了後、三鉄レトロ列車内で交流会を行います。 

多くの皆様のご参加をお待ちしてます。★定員 48 名（先着順） 

★締切 2 月 17 日、★申込先 三鉄盛駅ふれあい待合室 

            ℡・fax（0192）47－3542 
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活性化フォーラム 

★日時 平成27年2月20日 

   午後 4 時～5 時 50 分 

★場所 カメリアホール 

★基調講演 

 JR 盛駅長 佐藤英喜氏 

★意見発表 2～３団体 

 

 

   

 

三鉄レトロ列車内交流会 
盛駅集合：午後 6 時 00 分 

 盛駅発午後 6 時 15 分 

  ＝釜石往復 約 2 時間＝ 

 盛駅着午後 8 時 15 分 

参加費 一人 1,000 円 

共催：大船渡市・大船渡商工会議所・沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター、大船渡観光

物産協会・盛地区公民館、さかり中央通商店街振興組合、盛町商店会、南三陸ショッピングセン

ター、三鉄南リアス線運行部・JR 盛駅・夢ネット大船渡他  後援：岩手日報社、東海新報社 



◎メ～メ～アケオメ～～！！ 
明けましておめでとうございます！今年

はひつじ年ですね！ 

ということで、大船渡市越喜来のＮＰＯ法

人越喜来の景観形成と住民交流を図る会（略

称：リグリーン）で飼育している５頭の羊に

会いに行ってきました。 

 羊たちは宅地造成で出た盛土の一角にい

ました。今春には、現在の場所よりも少し高

台の土地に移るそうです。羊たちのお引越し

ですね！ 

◎『美しい自然に人が集う町』 

を目指して！ 
東日本大震災で大きな被害を受けた越喜来。瓦礫が撤去された後、まちには荒涼とした更地が広

がっていました。そこでリグリーンの理事長内藤善久さんらが「越喜来に美しい風景を取り戻した

い、ふるさと越喜来の景観を取り戻し、まちを活性化させたい！」と有志に呼びかけ、２０１２年

に同法人を設立。浸水地域での めん羊放牧や花壇づくりなどの活動に取り組んでいます。 

◎活動を通して多くの人との交流が深まった！ 
羊たちは小岩井農場で生まれた「コリデール」という種類で、現在４歳。越喜来小の子供たちが

それぞれ羊たちに名前をつけました。もふもふした愛くるしい姿はまさに究極の癒し系です！！羊

のための牧草地整備や花壇づくりには多くのボランティアが参加し、住民との交流が生まれました。

めん羊飼育にあたっては、小岩井農場や東北農業研究センターの協力を得たそうです。  

内藤理事長は「多くの方のご支援をいただいた。越喜来が『美しい自然に人が集う町』となるよ

う、まちづくりを進めていきたい」と話していました。ちなみに羊のお世話は同法人理事の佐々木

秀司さんがしているそうですよ！ 

◎羊毛を使って手芸しています！ 
 飼育している羊たちの毛を使い、同法人の女性たちが羊の形をしたマットやかわいいぬいぐるみ

を作っています。現在、２月に大船渡市のリアスホールで行われる展示会への出展を目指し、作品

の制作に励んでいます。 

 

 

 

 

 

 

大船渡市三陸町の崎浜地区で１５日、小正月

の伝統行事「たらじがね」が震災後初めて行われ

ました。この行事はわらをまとい、怖い鬼の面を

かぶった『たらじがね』が子供のいる世帯を回る

もので、秋田のなまはげや吉浜のスネカに似た風

習です。 

 この日は崎浜地区の３世帯を回りました。たら

じがねが『悪い子はいね～～が～～、みんなの言

うこときぐが～～～』と言いながら家の中に入る

と、子供たちは大泣き！おじいちゃんにしがみつ

きながら『言うこと聞きます。いい子にします』

と答えていました。 



 

 

 

 

 

 NPO 法人環境パートナーシップいわて（盛岡市）は、

各家庭で使った天ぷら油を回収し、遠野市の石上の園

（社会福祉法人睦会）で精製し、自動車や農機具の燃料

にしようと、昨年から大船渡市の各地で「豆腐を使った

ドーナッツ」づくりや、行政や関係団体との話し合いを

持って、なんとか大船渡市民が使った油の回収ルートを

決めて、資源化しようと努力しています。 

 1月14日午前中に大船渡市三陸町の吉浜拠点センタ

ーの調理室をお借りし、吉浜地域のご婦人 22 名に集ま

っていただき、夢ネット大船渡の新沼孝子理事の指導で、

豆腐ドーナッツを作り、食べながら天ぷら油の回収について話し合いました。話の中で、老人家庭

では天ぷら料理が少なくなったなど原料不足や回収方法について質問がありました。環境パートナ

ーシップいわての岡村さんから、各家庭ではペットボトルに入れ、それを吉浜拠点センターに置く

回収ボックスに持参する。定期的に大船渡市役所に運び、業者が市役所から遠野の石上の園へ運ぶ

という方法を検討中である等々の話がありました。 

 なお、昨年 10 月 4 日には遠野市の石上の園（使った食用油の精製所）と BDF(バイオ・ディー

ゼル・フューエル)を使っている江刺市の有限会社ピースの見学会も行われました。㈲ピーズは、

人体や環境に対する影響を考え、できる限り農薬・化学肥料を使わない農業を行っています。 
 

まちづくりフォーラム In 大船渡 
と き ２月１４日（土）１３：３０～１５：３０ 

ところ 大船渡市民交流館・カメリアホール 

第一部 １３：３０～ 講演『女性の参画でまちづくり～自分らしく輝いて～』  

講師：金野聡子さん（紙本・書籍保存修復士） 

第二部 １４：３５～ パネルディスカッション『子育ての環境の充実をめざした、安心安全なま

ちづくり』 

主催：おおふなと男女共同参画「うみねこの会」 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

三陸イタリアンで楽しむ 雪っこ列車 
三陸鉄道の車内でおいしいイタリアン料理と日本酒を楽しむ列車です。 

と き ２月６日（金）１８：１５～２０：１５ 

代 金 一人３５００円（雪っこ＆日本酒飲み放題） 

行 程 １７：３０受付（三陸鉄道盛駅）－１８：１５盛駅出発－≪釜石駅往復≫－ 

２０：１５盛駅着・解散  

募集人数 ４０人 

申し込み ２月２日（月）までに三陸鉄道南リアス線運行部（℡0192-27-9669）へ。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第１８回つばきまつり 
世界１３か国、５５０種のツバキの競演。期間中、館内スタンプラリー＆クイズやっています！ 

会 期 １月１８日（日）から３月２２日（日）まで  

９：００～１７：００ 

ところ 世界の椿館・碁石 

イベント １月２５日（日）郷土菓子等販売 

     ２月 １日（日）椿クレープ販売 

             おおふなトンと写真撮影会 

     ２月 ８日（日）呈茶サービス 

     ２月１５日（日）１０：００～寄せ植え体験（参加料１０００円） 

入場無料 



 

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≫ 

  ２月１日（日）１０：００～１３：２０ 

  弁護士が無料で相談に応じます。仮設住宅へも出張します 

  税理士の方も来られますので、税務相談も受け付けます。 

◆福豆プレゼント 

２月３日（火） 

乗車券、商品お買い上げの方、先着５０人に福豆をプレゼント 

◆三鉄盛駅バレンタインデー 

２月１４日（土）  

三陸鉄道の利用者へ先着１００人にチョコレートのプレゼント 

◆三鉄 駅からウォーキング ≪申し込み必要≫ 

２月２１日（土）８：３０に盛駅集合  

８：５０盛駅発－陸前赤崎駅―１１：５６盛駅着 

陸前赤崎駅周辺の被災地、史跡などを巡ります 

参加費５００円（往復乗車券、保険代） 締め切り２月１９日（木） 

◆三鉄 駅弁列車 ≪申し込み必要≫ 

２月２２日（日）１１：００に盛駅集合  

１１：３０盛駅発－釜石駅―１３：３０盛駅着 

参加費２２００円（乗車券、駅弁代） 締め切り２月１６日（月） 

新型レトロ車両使用 被災地ガイド付き マジックあり 

◆おひな祭り列車 ≪申し込み必要≫ 

３月１日（日）１０：００に盛駅集合 

１０：３０盛駅発－釜石駅―１２：３０盛駅着 

参加費 大人１０００円 子供５００円 締め切り２月２６日（木） 

新型レトロ車両使用 食べ物、飲み物の持ち込み自由 定員４８人 

◆祝！卒業列車 ≪申し込み必要≫ 

３月１日（日）、２日（月）１５：００に盛駅集合 

１５：３０盛駅発－釜石駅―１７：３０盛駅着 

参加費５００円 締め切り２月２４日（火） 

カラオケ歌い放題！ソフトドリンク飲み放題！オードブル付き！ 

定員 各日８０人 

 

 

 

 

 

 

 

この復興ニュース発行には、 

ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブの 

ご寄付を受けています。 

～ご意見、ご感想をお寄せください～ 
短歌・俳句作品も募集しています。 

◎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。 

発行元：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 

 
今年も手芸講習会、開催しています。 

写真は１月１５日、横田小仮設で行わ

れた講習会の様子です。住民６人が参

加し、毛糸のザブトンを作りました。 

mailto:＊メールnpoyumenet@bz01.plala.or.jp

