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6 月の三鉄駅からウォーク

三陸町砂子浜の大家へ 41 名参加

今年の 4 月は唐丹の本郷桜並木等（25 名参加）、
5 月は吉浜の津波記念石等（24 名参加）、そして 6 月
１８日に砂子浜の大家を訪問する（４１名参加）ウォー
クを行いました。
恋し浜駅から約４０分で千田家に到着し、千田家の皆
さんから冷茶の接待後、お御堂等のご説明を受けました。
砂子浜大家（千田家）は、江戸時代から栄えたお家で、
当時を思い出させるお御堂には、元禄１５年に京都から
運んで来た観音様が安置されています。第１４代当主の
千田基久兵衛さんから、東日本大震災当日のお話や、観
音様の由来から扉の隙間が出ずに今でもピッタリ閉じるなど、気仙大工の技術の素晴らしさなどの
話を伺いました。
続いて母屋に移り、観音様を京都から運んだ元禄時代の「御免」の古文書や海産物を運んだ船の
帆等を見せて頂きました。千田家の皆様に心から感謝し砂子浜を後にしました。最後に綾里駅前の
ホタテデッキに寄って、みんなで焼きホタテを食べ、三鉄へ乗って帰って来ました。
７月は１６日（土）に開催します。詳しくは４ページをご覧ください。

☆『UV(紫外線)カット窓フィルム』

無料でお渡しします☆

青森県八戸市の株式会社吉田産業様から被災地復興支援の一環としてご提供いただいた「UV カ
ット窓フィルム」を希望者へ無料でお渡しします。商品が無くなり次第終了します。
希望者は下記の内容をご理解の上、受け取りにお出でください。
◆ 種類
①「ＵＶカット窓フィルム」無色透明
（サイズ縦９０ｃｍ×横９０ｃｍ） ２５０本
②「ＵＶカット窓フィルム」ライトグレー
（サイズ縦９０ｃｍ×横９０ｃｍ） ４４６本
◆ 提供本数
ご希望の本数を差し上げます。
◆ お渡し開始日
平成 28 年６月２９日（水）から配布しています。（午前 9 時 00 分～午後 6 時 00 分）
◆ お渡し場所・問合せ先
三陸鉄道盛駅 ℡（0192）４７－３５４２

熊本地震災害へ

義援金送金

金 81,164 円

各団体が熊本や大分の地震災害に対し、東日本大震災のご
支援に対する恩返しとして、義援金を贈っています。
夢ネット大船渡も三陸鉄道盛駅へ寄付金箱を設置し、鉄道
利用者や市民に義援金のご協力をお願いしてきました。
６月初めに募金箱を開けて集計した結果 81,164 円あり
ました。早速大船渡郵便局窓口から、中央共同募金会の「熊
本震災」の口座へ振り込みました。
多くの皆様の温かいご協力に感謝いたします。

奥州市出身の落語家・桂枝太郎さんが６月８日午
後、大船渡市の地の森仮設とサポートセンターとみ
おかで落語を披露しました。
枝太郎さんは震災直後から仮設住宅を訪れ、落語
で被災者された皆さんを元気付けてきました。
サポートセンターとみおかでは、住民ら２０人が
集まりました。扇子や手ぬぐいなどの小物を使って、
落語の場面を表現する方法を説明し、何を食べてい
るか当てるゲームをしました。うどん、そば、カレ
ーうどんなど。動きは一緒で当たるわけがないので
すが、枝太郎さんの軽妙なトークと豊かな表情で、会場は大爆笑でした。その後、古典落語の演目
の一つ「青菜」や「お見立て」などが披露され、約２時間の寄席となりました。
枝太郎さんは「笑いは健康にもいい。どんどん笑って元気になって若返りましょう！！」と話し
ていました。

◎居場所ハウス３周年記念感謝祭◎
大船渡市末崎町の居場所ハウス（鈴木軍平館長）で６
月１８日、３周年記念感謝祭が実施されました。
居場所ハウスが開所３周年を迎えるに当たり、これま
での支援に対する感謝と震災からの復興祈願、そして住
民同士の交流などを目的として行われたものです。
漆原栄美子さんらによる民謡歌謡ショーなどが披露さ
れたほか、会場には焼きそばや焼き鳥などの出店が並び
ました。天候にも恵まれ、近くの仮設住宅や公営住宅か
らも多くの方が訪れました。
次回の朝市は７月１６日（土）９：００～１２：００に行われます。

無料法律相談

出張相談も好評

次回７月３１日です

平成 24 年 10 月から始まった無料法律相談（主催：ＮＰＯ
法人ヒューマンライツ・ナウ、協力：夢ネット大船渡）は、今
年 5 月 29 日までに７６回３５６件の相談に対応しました。
5 月の際は三陸町の相談者のお家へ、弁護士が訪問して相談
に対応し、大変喜んで頂きました。今後も出張相談に対応しま
すので、申込みの際にその旨をお知らせください。
５月２９日にお越しくださった弁護士から次のような言葉が
ありました。震災から５年以上になりましたが、今でも震災が
間接的に影響しているトラブル、相談が多いことに驚いています。今回は出前相談１件を含めて６
件と非常に多い相談でした。これからも少しでもお役に立つよう法律相談を継続します。特に小さ
なお子さんを抱えていたり、ご自分で相談に行きづらい方に対し、これからも出張相談に訪問しま
すので、お気軽に申し込み下さい。
今年度も 7 月から毎月開催いたしますので、弁護士へ相談したい方は、事前に申込み下さい。
７月３１日（日）１０：００～１３：２０ 弁護士と税理士がお出でになります。一人４０分間
の相談時間となっています。申込み先 三陸鉄道盛駅 ℡（0192）４７－３５４２

◎三陸鉄道盛駅の花植え◎
三陸鉄道盛駅ふれあい待合室では、マリーゴールド、百日草、
ベゴニア、サルビアなどの苗をプランターに植えました。プラ
ットフォーム沿いに設置しております。
お立ち寄りの際は、ぜひご覧いただければと思います。
←（６月２１日の作業風景です。）

陸前高田市の高田大隅つどいの丘商店街で子育て支援を行ってい
る NPO 法人きらりんきっずが夕涼み会を開催します。
【日 時】７月９日（土）１５：００～１９：３０ 小雨決行
【場 所】高田大隅つどいの丘商店街（陸前高田市高田町大隅９３－１）
【内 容】15:00～お化け屋敷・シャボン玉遊び・縁日・出店／16:30～17:30 流しそうめん／
17:30～スイカ割り／18:30～盆踊り／19:00～打ち上げ花火
16:00～浴衣の着付けあります。※当日参加ＯＫ 浴衣セット（浴衣、反復帯、紐２本、コーリン
ベルト１本、タオル２枚くらい、中に着る下着、草履またはサンダルなど）を持参して下さい。

大船渡市越喜来地区の三陸サイコー商店会では、同商店会オープン１
周年を記念して、「三陸サイコー祭」を開催いたします。ＬＡＷＢＬＯ
Ｗ司会のステージイベント、子ども縁日、フード出店、手作り市場など
イベント盛りだくさんで、皆さまのお越しをお待ちしております。
【日 時】 ７月１０日（日） １１：００～１６：００ 小雨決行
【場 所】 三陸サイコー商店会 みんな館広場
【内 容】 11:00～スタート、ソフトクリーム２００食おふるまい／
11:10～ゆるキャラ登場／11:30～寺町一座（ちんどんや）／12:10
～ＢＯＯＷＸ（地元バンド）／13:00～ガンライザー握手＆撮影会／
14:10～ＦＥＥＣ（地元バンド）／14:45～高橋ヒロヤス（パフォーマ
ンス）／15:10～ＬＡＷＢＬＯＷ／15:30～ホタテ５００枚おふるまい

みんなで一緒に学ぼう会～フードバンク～
フードバンクとは、企業や生産者、市民が寄贈した食料を、生活困窮者や児童・障がい者施設な
どに無償で提供する活動やそれを行う団体のことをいいます！日々の生活の中にも、誰かを支えら
れるチャンスがあります。フードバンクの仕組みから私たちが出来る事を知り、身近なことから始
めてみませんか？
【日 時】７月２７日（水）１４：００～１５：３０
【場 所】大船渡市民活動支援センター（サンリア２階）
【内 容】講 師：ＮＰＯ法人フードバンク岩手 阿部知幸さん
ゲスト：公益財団法人 共生地域創造財団 熊谷新二さん
参加は無料。申し込みは前日までに大船渡市民活動支援センター（℡0192-47-5702）へ

【日 時】
【会 場】
【対 象】

７月３０日（土）１８：００～２０：３０
大船渡屋形船「潮騒」（発着場所：赤崎町跡浜１８３）
２０歳から４９歳までの独身男女 各１５名（男性は気仙地域の方を優先）
※男性は浴衣および甚平、女性は浴衣の着用が条件です。※応募者多数の場合は抽選。
【参加費】 ３５００円
【申し込み】７月１９日（火）までに電話、ファックス、メール、ハガキで大船渡市社会福祉協議
会（〒022-0006 大船渡市立根町字下欠 125-12、℡0192-27-0001、
fax0192-27-0800、メール ooshakyo@cocoa.ocn.ne.jp）へ。その際、氏名、
性別、年齢、住所、電話番号、職業、趣味・特技、女性は着付け・ヘアセットの要否
をお伝えください。
【その他】 ◎14:30 または 15:30 から女性受付、浴衣の着付け、ヘアセット開始
◎16:00 男性受付。16:15 から男性対象「自分磨き講座」を開催
◎女性は浴衣のレンタルがあります（５４００円、実費負担）先着５名様
翌日、柳本美洋室 Lucia まで返却可能な方。

【感謝！！皆さま、お世話になりました！】
こんにちは。私は２０１３年４月から復興ニュースの編集を
担当させていただいた河野由佳と申します。この度、退職に伴
い１４７号を持って担当を卒業することになりました。
これまで取材させていただいた皆さま、記事を読んでくださ
った皆さま、俳句などをご投稿いただいた皆さま、復興ニュー
ス配布していただいた皆さまに感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
そして７月下旬には３年３か月住んだ岩手を離れる予定です。
岩手ではたくさんの方たちにお世話になりました。
綾里での仮設暮らし、山菜狩り、仮設でのお茶っこ会、三陸
鉄道のイベント列車乗車などなど。一つひとつの出来事が大切な岩手での思い出です。
これからも私は岩手のファンですので、また必ず岩手を訪れようと思っています。本当にありが
とうございました！また会える日まで。(^○^)

三鉄盛駅からのご案内
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◆盛駅前 賑わい市
７月９日（土）、２３日（土）１０：００～１２：３０
旬の地元野菜を販売！ JA おおふなと女性部（はこべの会）
衣類、布配布（無料）。子供服交換所。楽しい企画いっぱいです。
◆三鉄に乗って行く陶芸教室 ≪申し込み必要≫
７月１１日（月）８：５０に三鉄盛駅集合
９：１３盛駅発－甫嶺駅―さんりく陶芸工房（駅から徒歩３分）―
１２：３５甫嶺駅発―１２：５８盛駅着
自分だけの作品を作ってみませんか？お気軽にご参加ください♪
参加費２０００円（材料費、乗車券代） 持ち物：エプロン、上履き
※作陶ほか、希望者は色付け、作品引取りなど計３回の参加可。
◆三鉄 駅からウォーク ≪申し込み必要≫
７月１６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
大船渡市指定の名勝「不動滝」まで散策します！片道約３キロ。
参加費４５０円（保険料、乗車券代） 持ち物：飲み物、おやつなど。
締め切り７月１３日（水）
◆三鉄 駅弁列車 ≪申し込み必要≫
７月２４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
食べ物・飲み物の持ち込み自由！楽しいガイド付き。締め切り７月１８日（月）
◆第７７回 無料法律相談≪申し込み必要≫
７月３１日（日）１０：００～１３：３０
相談時間は一人４０分。税理士も来ますので、財務相談にも応じます。
相談者宅へ訪問可。申し込み時にお知らせください。

～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

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。

