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第 3回碁石海岸で 囲碁まつり 
～リアス大ホールを満員にしよう～ 
「大船渡を世界の囲碁の聖地に」をスローガンに、被災

地大船渡市の活性化に取り組んでいる日本棋院の方々が、

今年で第 3回目の碁石海岸で囲碁まつりを、6月 10 日～

12 日にリアスホール等で行います。 

市外から３００名、地元から８００名の参加を得てリア

ス大ホールを満員にして、大船渡の観光復興を実現したい

と関係者は意気込んでおります。 

今年は台湾からプロ棋士、囲碁ファン、盲学校生徒ら 

３２名が来訪し「日台交流囲碁

大会」も行われます。 

末崎町中森の熊野神社へ「石

の碁盤」奉納し「囲碁神社」（通

称）と呼ぶようにします。 

 碁石海岸で囲碁まつり実行

委員会（木谷正道委員長）では、

今後も継続するためにも、地元

大船渡市民の盛り上がりが何

よりも大切であるとし、三鉄盛

駅での歓送迎（１０、１２日）、

リアスホール（大ホール）の開

会式等（１１日）への参加を呼

びかけております。大船渡市民の皆さん、囲碁関係者だけでなく囲碁を知らない方にも大船渡市の

活性化のために大会への参加をお願いします。 

夢ネット大船渡 総会開催 

５月２５日午後６時から、大船渡商工会議所研修室で、第

１０期定期総会を、正会員４１名中３６名（本人出席２４名、

委任状１２名）の出席で開催しました。 

平成２７年度は、被災者支援事業として手芸講習を２４９

回（延べ 1,675 名参加）、復興ニュース 12回発行配布（第

132～143 号）、起業・創業支援（相談 217件対応）、パ

ソコン講習（毎週３コース 121 日開催）、県内外支援団体等

のコーディネート、そして三陸鉄道盛駅運営（賑わい創生と

駅業務）等について報告し、原案通り可決しました。 

また、平成 28 年度事業は引き続き被災者支援事業を中心に、三陸鉄道支援の盛駅運営事業、さ

らに夢ネット大船渡の創立 10 周年記念事業を、10 月 16 日リアスホールで開催することを決め

ました。最後に新会員も出席しましたので、全員が自己紹介を行い総会を終了しました。 

この創立 10周年記念事業は、夢ネット大船渡が震災前に NPO 中間支援組織として取り組んだ

事業と、震災後の被災者支援事業をまとめ、今後の NPO 活動に役立つ指針的な記念誌を発行する

計画です。 

今後も皆様の温かいご支援・ご指導をよろしくお願いいたします。 

         

 

 

◆ 第 3 回碁石海岸で囲碁まつり・日台交流囲碁大会 日程 

6月 10日 

（金） 

１５：２５ 三鉄貸切列車 2両盛駅着 盛駅で歓迎 

１５：２５～16：10 １６：０７ ＪＲ列車乗入 3 両盛駅着 

１７：００ 囲碁神社式典 碁石熊野神社 

１9：００ 前夜祭     リアスホールマルチスペース 

１１日（土） 

１３：００ 開会式 

リアスホール 
大ホール 

マルチスペース 

１３：３０ 日台女流トップ棋士対局 

１３：４５ 親と子のやさしい囲碁教室 

１５：１５ 囲碁対局戦 

１７：00 閉会式 

１２日（日） 
10：55 三鉄貸切列車 2両盛駅発 

盛駅見送り 
１1：25 ＪＲ列車乗入 3 両盛駅発 

１４６号 

20１６年 

６月１日 
 

(毎月 1 日発行、創刊号平成 23 年４月 11 日） 

第 1 回囲碁まつり 平成 26 年 7 月 20 日 



大船渡市立根町の国道４５号線沿いに、ＮＰＯ法

人さんりく・こすもすが運営している碁会所「囲碁

サロンこすもす」があります。 

 もともと大船渡町に碁会所がありましたが東日本

大震災で被災。ＮＰＯ法人さんりく・こすもすの職

員に囲碁の有段者がいたことから同法人が代わりに

碁会所を運営することになりました。碁会所は黄色

い建物で、お菓子工房も併設しています。 

 営業時間は月曜日から金曜日までの昼の１２時か

ら４時半まで。席代３００円。比較的、火曜日は多

くの利用者がいるそうです。囲碁は頭の体操になり

ます。ぜひ、「囲碁サロンこすもす」を利用してみて下さい＼(^o^)／ 

 

 

  

住田町世田米に住民交流拠点施設「まちや世田米駅」

が世田米商店街（岩手銀行近く）にオープンしました。 

明治時代から残る古民家を改築した建物はとても落ち

着いた雰囲気で、ゆったりとした時間が流れています。 

表には住民らが気軽に立ち寄れる「すみカフェ」、奥

には会議やイベントなどで使用できる交流スペース、郷

土料理が味わえるレストラン「kerasse ケラッセ」があ

ります。レストランのランチメニューは３種類 

kerasse 御膳 1280 円、せたまい駅弁当 880円、すみ

た生まれのハヤシライス 680 円（いずれも税別）です。 

同施設を管理している一般社団法人 SUMICA 副代表の佐々木敦代さんは「イベント企画やレス

トランのメニューを増やすなど施設の充実を図り、もっともっとたくさんの人たちに交流してほし

い」と話しています。 

 

 

 

大船渡市末崎町の居場所ハウスで３周年記念感謝祭が開催されます。ホタ

テ炭火焼、フランクフルトなどの軽食コーナー、フリーマーケット出店、ス

マイル食堂開店、朝市合同開催などイベント盛りだくさんです。 

【日 時】 ６月１８日（土）９：００～１４：００ 

【場 所】 居場所ハウス 末崎町字平林５４－１ 

【主な内容】９：０５～祝餅まき、９：３５～民謡ショー（漆原栄美子さん、

小田代直子さん）、１０：３０～日本舞踊（華扇流・しらさぎ会の皆さん）、１０：５０～日本舞

踊（さすけさん）、１１：００～スマイル食堂開店、１３：００～日本舞踊（さすけさん）など。 

 フリーマーケット、オリジナル食品、手芸コーナー出店者を募集しています。 

 ご希望の方は居場所ハウス（℡0192-47-4049）まで。 

 

 

 

 横浜歌声の会「涼風」の皆さんと一緒に楽しく歌を歌いましょう！！

お誘い合わせのうえ、お出かけください。入場は無料です。 

【日 時】 ６月１９日（日）１３：３０～１６：００ 

【場 所】 陸前高田市コミュニティホール 

リクエスト曲を募集しています！！ 

「あなたの思い出の歌」「皆で歌いたい歌」を募集しています。コメントを添えてハガキ、ファッ

クス、メールで横浜歌声の会「涼風」の石原さん（〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋２－３

０－１０、℡/fax045-413-7370、メール amigo.ishi@vega.ocn.ne.jp） 



 

 

 京都出身の画家「絵かきミクロ（本名：河原

﨑彩子）」さんの「旅する風景画展‘16」がこ

のほど、大船渡市のサンリアと三陸鉄道車内、

陸前高田市のりくカフェ、たかだ屋一本松店で

開催されました。 

 展示会は、河原﨑さんが７つの地域を巡りな

がら、各地域の風景画と地域紹介、そして物産

を販売するという企画です。 

残念ながら河原﨑さんは突然の急用で会場に

は来られませんでしたが、代わりに婚約者の水

原聡一郎さんが気仙を訪れて展示会の運営をし

ました。 

三陸鉄道の車内では、水原さんが車内販売に挑戦！多くの方のご厚意でたくさんの物産を買って

いただくことが出来ました。ある甫嶺出身の女性が物産のトマトジュースを購入し、隣に座ってい

た青年にそのトマトジュースをプレゼント！「とても印象がいい青年だったから」と女性は微笑ん

でおりました。なんとも温かい気持ちになりました。＼(^o^)／ 

○起業、経営等無料相談会を開催しています○ 
大船渡市では毎月２回、「起業、経営等無料相談会」を開催しています。 

対象は大船渡市内で起業、第二創業、事業拡大を検討している方、市内で開業後、おおむね５年

以内の方です。 

 《６月の予定》 

１２日（日）①９：００②１０：３０③１２：００ 

２２日（水）①１８：００②１９：３０ 

申し込みは市立図書館にある申込書または市役所ホームページか

らダウンロードして、各相談日の一週間前までに、市立図書館また

は起業支援室に直接申し込むか、ファックスかメールでお申し込み

ください。 

FAX：0192-26-4477、メール：syoko@city.ofunato.iwate.jp 

○認知症カフェ 朝日のあたる家で開催中○ 
 

陸前高田市米崎町の朝日のあたる家では月１回、アッ

プルカフェ（認知症カフェ）を開催しています。 

 アップルカフェは、認知症の人やその家族、地域の人

などが気軽に集まり、和やかな雰囲気の中、楽しいひと

時を過ごせる場所です。 

 ６月の開催予定は７日（火）１３：３０～１５：００

です。参加費は１００円。場所は朝日のあたる家（陸前

高田市米崎町字松峰４８－１、℡0192-47-4750） 

 

○平成２８年度「被災地住民支え合い活動助成」○ 

【提 供】  社会福祉法人 岩手県共同募金会 

【助成金額】 １団体につき総事業費の９０%以内で５０万円を上限とします。 

【応募期間】 第２回目 ６月１日（水）～７月３１日（日） 

【対象団体】 岩手県内の仮設住宅または復興公営住宅の被災住民を対象に、支援する側として、

また住民同士の支え合いとして中期的に（概ね３か月以上）、次の活動を行うボラ

ンティア団体、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会などを対象とします。 

【対象活動】 ①岩手県内の仮設住宅・復興公営住宅の住民を対象にした孤立を防ぐ活動②日常生

活を支える活動③コミュニティ再生を目的とした団体による支援活動 

※詳しくは、提供元の社会福祉法人 岩手県共同募金会のホームページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もＪＲのご協力を得て、盛駅前賑わい市を、 

5 月～10 月までの第２と第４土曜日に開催します。   

今年の第１回目は５月１４日に開催し、JA おおふ

なと女性部「はこべの会」から今が旬の野菜と山菜、

一束１００円の物が多く販売され、大変好評でした。

主催者の夢ネット大船渡は花の寄せ植え（販売）や磯

汁の振る舞い、さらに支援物資の配布などを行いまし

た。天気にも恵まれ、市民と観光客の交流の機会とも

なりました。６月は１１日と２５日（土）の午前１０時～１２時半に行う予定です。 

 

 

 

三陸鉄道のオシャレなレトロ列車内でくずまきワイン&べアレンビールを楽しみませんか？ 

一緒に楽しい時間を過ごしましょう！！ 

【日 時】  ６月２４日（金）１８：３０～２０：４２（くずまきワイン列車）盛駅発着 

       ６月２５日（土）１８：３０～２０：４２（べアレンビール列車）盛駅発着 

【対 象】  ２０歳以上の方 未成年はご参加できません 

【参加費】  ４０００円 

【募集人数】 各回４０人 先着順 

申し込みは三陸鉄道盛駅ふれあい待合室（℡0192-47-3542）へ。 

当日は１７：５０～受付を始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

この復興ニュース発行には 

岩手県福祉基金からの助成と 

元気人間製造研究所（大阪府）、 

酒田砂丘開発 株式会社（山形県） 

のご寄付を受けています。 

三鉄盛駅からのご案内   ℡０１９２－４７－３５４2 
◆三鉄 駅からウォーク ≪申し込み必要≫  

６月１８日（土）８：３０に三鉄盛駅集合 

９：１３盛駅発－恋し浜駅―１２：５８盛駅着 

砂子浜大家の千田家訪問、ホタテデッキを散策します  

参加費４５０円（保険料、乗車券代）  

別料金でホタテ（３００円）あり。申し込み時にその旨、お伝えください。 

持ち物：昼食、飲み物 締め切り６月１５日（水） 

◆三鉄 歌声列車 ≪申し込み必要≫  

６月１９日（日）１１：００に三鉄盛駅集合 

１１：２５盛駅発－釜石駅―１３：４０盛駅着 

お友達と一緒に明るく元気にカラオケを楽しみませんか？ 

食べ物・飲み物の持ち込み自由！お気軽にどうぞ！ 

参加費１６００円（駅弁、乗車券代） 定員４８人 締め切り６月１６日（木） 

◆三鉄 駅弁列車 ≪申し込み必要≫  

６月２６日（日）１１：００に三鉄盛駅集合 

１１：２５盛駅発－釜石駅―１３：４０盛駅着 

大人気の『いわて恵みづくし弁当』をいただきます！ 

参加費２５００円（駅弁、乗車券代） 定員４８人 締め切り６月２０日（月） 

  

 

～ご意見、ご感想をお寄せください～ 

送付元：NPO 法人夢ネット大船渡  

＊〒022-0003 

大船渡市盛町字内の目１４－１５ 

＊℡/fax 0192-47-3271  

＊メール npoyumenet@bz01.plala.or.jp 
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