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大船渡ビジネスプランコンテスト 2016

今年度はアイディアも募集

◆募集内容
★ドリーム部門
（１）①一般の部（中学生を除く 15 歳以上の者で、住所要件はあり
ません）、②学生の部（高校生又は大学生、大学生とは岩手県内
の大学・短大に在学する者、気仙出身の大学在学する者、大船渡
市と協定を締結している北里大学・明治大学・立命館大学）
（２）気仙管内の地域資源の活用や、地域課題への対応策等によ
り、地域活性化につながるような多様なビジネスアイディアを対
昨年度の表彰式
象としています。
★ビジネス部門
（１）大船渡市内で起業・創業予定者、大船渡市内に事業所がある者
（２）事業の実現により地域活性化に寄与するような、幅広い分野のビジネスプランを対象とし、業種や
事業分野は問いません。
★参考例 ①地域の農林水産物を活用した新商品、革新的な技術やアイディアを活かした新製品など
の「ものづくり」。②革新的なソフトやアプリ開発などの「IT サービス」。③地域の課題を、ビジネスの手
法を用いて解決する取組み。④新たな商材や販売システムを活用した食料、衣料品、古物店、通信販売
などの「小売販売」ほか。
◆募集期間
平成 28 年 7 月 15 日～9 月 30 日 午後 5 時必着
◆問い合わせ先
大船渡ビジネスプランコンテスト実行委員会事務局（大船渡市商工港湾部起業支援室内）
℡ 0192-27-3111（内線 105） メール syoko@city.ofunato.iwate.jp

赤崎町

鳥沢仮設

夢ネット大船渡は平成 24 年 4 月から、ジャパン・プラット
フォーム（JPF）等の助成を受けて、気仙の 2 市 1 町内の仮設
住宅で、特に高齢女性の生きがい支援として「手芸講習」
を開催してきました。
平成 28 年度は陸前高田市と住田町内は、引き続き JPF
助成を受けて、仮設住
高田町 中田団地
宅と災害公営住宅で
月 10 回開催を目標に

行っています。
また、大船渡市内は復興庁の「心の復興」予算を使って、月 15
回を目標に開催しています。
今年度も４カ月が経過し、参加者から多くの喜びの声が寄せら
れています。特に災害公営住宅の参加者からは、①毎月楽しみに
している。手芸中にも色々な話をしながら、本当に楽しい時間を過
すことが出来、来月の開催を楽しみにしています。②刺し子は季節ごとの模様を作ってくれるので楽し
い。今は夏なので「金魚」の模様がうれしい。③公営住宅に入居すると、仮設住宅と違い、人と逢うこと
が少なくなり、手芸に参加しみんなと笑いながら話すのが、何よりも楽しい等々。どこの手芸講習でも
夢ネット大船渡職員と仲良くなり、心からの交流を重ねております。

三鉄沿線花いっぱい事業 ご協力お願いします！
「さんりく基金」へ夢ネット大船渡が申請しました「三
鉄沿線花いっぱい事業」が採択になり、事業費として
78 万円の助成を受けることになりました。
この事業の取り組みについて、7 月 19 日三陸公民館
で相談会を開きました。越喜来地区公民館長ら 18 名の
出席により協議した結果、次のような内容で行うにし
ました。

講演会のご案内
◆日時
◆場所
◆講師
◆演題

①三鉄沿線の住民か花植えに関心を持って頂く。②被
災地に花を植え、被災地を蘇えさせる。③三鉄の乗客
を増やす。④この運動を通して「みんなでまちづくり」
に立ち上がる等です。

◆主催

三鉄沿線花いっぱい事業

相談会

平成 28 年 8 月 27 日（土）
午後 1 時 30 分～約 2 時間
三陸公民館 3 階会議室
松本靖彦氏 南市原里山連合会長

小湊鉄道沿線花いっぱい運動実践者

◆事業の目的

◆事業の内容

無料

「小湊鉄道沿線花いっぱい」（仮称）

三鉄沿線花プロジェクト
参加団体 三鉄沿線地区公民館等
後援 大船渡市・市観光物産協会他
多くの皆様のご来場をお願いします

①千葉県小湊鉄道沿線に花づくりを行っている方を迎えて
講演会を開催する。②沿線に 1 ヵ所「三鉄沿線を花で飾ろ
う」との看板を設置する。③自宅に桜・梅・桃・紫陽花等の木
の苗を植えたい方を探し、苗木を贈る。④スイセン球根、コス
モスや菜の花などの種を植える等です。

◆取り組む組織

★この事業の問合せ先

「三鉄沿線花プロジェクト」との名称とし実施します。このプ
ロジェクトに沿線各種団体に参加していただき、事業を行う
ことにしました。
三鉄沿線花プロジェクト ４７－3271（夢ネット大船渡内）

励ましのメッセージを添えて「うちわとしおり」
これまでも何度も贈って頂いております静岡県島田市の宮
地文子さん（NTTOB）から、「暑さ厳しきおり、長引く仮設住宅暮
らしの人たちへお渡し下さい」と、うちわ 6 個としおり 26 枚を
預かりました。
うちわやしおりには、「朗らかな笑顔はまわりを一変させ
る」「すべの光は自分の心から生まれる」「最大のピンチは最
大のチャンスですよ」「素直にまずやってみると必ず成功す
る」「身近な人にありがとう」「いつものことにありがとう」
等々。数に限りがありますので、夢ネット大船渡が開催してい
ます手芸講習の際にお渡しします。

マジック披露（無料）

お気軽にご連絡下さい

アマチュア・マジシャンズ・クラブ大船渡（AMC 大船渡）は、平
成 28 年度もいきいき岩手支援財団から助成を受けて、講師
（花巻市）を呼んでの講習会を 6 回、会員だけの研修会 5 回、
マジック披露を約 20 回予定し事業をスタートしました。
すでに地の森仮設、中和野仮設、相川仮設、三鉄列車内等
でマジックを披露し、多くの方に喜んで頂いております。
また、新会員 5 名を迎え現在の会員は 15 名となりました。
マジック講習会 於：大船渡地区公民館
夏休み中には学童クラブ（７月２６日は大船渡北小「学童クラブ
ゆうゆう」）を訪問予定です。また、8 月 9 には陸前高田市教育
委員会の要望により、矢作町生出高齢者教室で披露することになっています。
マジックの会員の勉強も兼ねて、多くの仮設住宅や災害公営住宅、福祉施設等で披露をしたいと考
えておりますので、お気軽にご相談願います。
マジック披露を望む方、連絡先：岩城恭治 電話（0192）４７－３２７１（夢ネット大船渡内）

県外からの復興工事の方

楽しかった大船渡
三鉄盛駅ふれあい待合室に置いています「ふれあいノート」は
5 冊目となりました。そのノートへ福岡県から大船渡の復興工事に
来ていた方から、下記のような記載がありましたので紹介します。
2016 年 3 月 1 日に大船渡に来て 3 ヵ月、7 月いっぱいで
仕事が終わり福岡に戻ります。短い間でしたけれど、いっぱい
５月実施の駅弁列車
楽しいことがありました。魚がうまかったことやいろんな人に
出会えて笑顔になれました。一番のお思い出が、5 月２２日の三鉄イベント「駅弁列車」に乗れた
こと、最後に 6 月 25 日の「ビール列車」に乗ります。
今度来るときは、大船渡が変わっている姿や三鉄が盛り上がっている姿を見ることです。本当に
ありがとうございました。また、熊本災害に支援して下さった人々に、熊本を代表してありがとう
ございました。岩手の皆さんがばって下さい。 福岡県 U さん （2016 年 6 月 18 日記載）

JR 鉄路復旧へ夢をつなごう
～気仙沼市の佐藤和文氏講演～
7 月 20 日午後 6 時から、盛町の三陸自治会館“ば”で「汽車の思
い出ザックバラン」という講演会がありました。
講師の気仙沼市本吉町の佐藤和文さん（演出・脚本家、市文化協会
長、元気仙沼市議）から、東日本大震災で被害を受けた JR 気仙沼線
や大船渡線の一部が、BRT 本格復旧となったが、復旧費に地元負担が
何百億円だけが先行し、80 年に渡る陳情を重ね実現した鉄路の夢が
語られずに、BRT に決まったことは非常に残念である。鉄路復旧があ
ってこそ復興である。これからも鉄路実現をめざして努力したいと結
ばれた。主催の三陸防災社会研究会では、9 月 2 日にも弘前大学から
講師を呼んで講演会を開催すると、鉄路復旧への夢を繋いでいきたいと計画していました。

三陸町吉浜 新発見
7 月 22 日（金）午後、吉浜の菊地正人氏の案内で吉浜地域をま
わってきました。特に吉浜城跡や城主の新沼家、水上助三郎翁の功
績、吉浜には顕彰碑が多いことを知ることが出来ました。
宮城県松島の瑞巌寺住職を勤めた中興六世夢庵如幻（むあん・じ
ょげん）和尚（1660 年生れ）は、吉浜の新沼家生まれである。
水上助三郎翁の銅像
水上助三郎翁は、オットセイ王の名声であるが、オットセイ猟保
護条約締結（アメリカ・イギリス・ロシア・日本）に貢献を始め、短角牛や椎茸普及、アワビの干
鮑方法研究、松島の牡蠣養殖など。また、国有林を払い下げし住民に植林を奨励、凶作や飢餓民の
救助へ多額の寄附や食糧の援助、さらに東北中学校進学生等 20 数名へ学費を贈り東北地方の将来
のリーダー育成、岩手県育英会へ多額の寄附、水産講習所奨学生資金発起人、吉浜小学校はもとよ
り盛小増築・末崎小建築への寄附、千歳分校設立など郷土の人材育成を惜しまず応援している。
水上助三郎翁は 1864 年生まれ、1922 年（大正 11 年）東北大学病院で死去（59 才）する。

陸前高田市小友町のオートキャンプ場モビリア内にある陸前
高田コミュニティー図書室では、毎月第３木曜日と翌日の２日間、
コーヒー豆を挽いてドリップで抽出した本格コーヒーを利用者
に提供しています。豆はキッチンカーで営業している釜石市のハ
ピネスコーヒーから仕入れたものです。図書室スタッフの皆さんがコーヒーの挽き方を学び、５月
から本格コーヒーの提供が始まったそうです。時間は１３：００～１６：００です。皆さん、スタ
ッフが淹れたおいしいコーヒーを飲みながら読書しませんか？
次回は、８月１８日（木）と１９日（金）です。
＝陸前高田コミュニティー図書室＝ オートキャンプ場モビリア仮設団地 北集会所内

三鉄盛駅からのご案内
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◆三鉄 駅からウォーク ≪申し込み必要≫
8 月 7 日（日）午前 8 時 40 分に三鉄盛駅に集合、
盛駅発 9 時 13 分 ～赤崎町内ウォーク～盛駅着 11 時 50 分
陸前赤崎駅から大洞貝塚跡、田端観音、厳島神社等を回り（約５㌔）。
至急
参加費：３００円（往復乗車代・保険料）
夏休み行事に
◆夏休み列車 ≪申し込み必要≫
8 月 11 日（木・祝） 夏休み親子へのプレゼント企画
ぜひ申し込み
午前 9 時 15 分までに三鉄盛駅に集合して下さい
下さい
三鉄盛駅発 9 時 40 分 ～釜石駅折り返し ～盛駅着 11 時 50 分
夏休みの思い出になる楽しい企画いっぱいの列車です。締切８月９日
参加費 子ども（１才～高校生）一人５００円、大人一人 1,000 円です。
◆盛駅前 賑わい市
８月１３日（土）、２７日（土）１０：００～１２：００
旬の地元野菜を販売！ JA 大船渡女性部（はこべの会）
衣類、布配布（無料）、楽しい企画もあります。
◆三鉄駅弁列車 ≪申し込み必要≫
三鉄利用申し込みは
８月２８日（日）１１：００に三鉄盛駅集合
盛駅へ ４７－３５４２
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７８回 無料法律相談≪申し込み必要≫
８月はお休み予定とのことです。
三鉄盛駅で新商品販売
９月（日にちは未定）は、弁護士が来ますので、予約申し込み下さい
予約された方へ、９月の日程が決定しましたらご連絡します
◆三鉄盛駅ホームへ「花植え」 ボランティア募集 約 1 時間で終了
8 月 20 日（土）午前 9 時００分～ 横浜市中区の社協のボランティアが来ます。
横浜の方々から地元の方々と交流しながらの作業を望まれています。

三鉄盛駅 新商品好評販売中 この機会にぜひお求め下さい
◆三鉄ポロシャツ 一枚 2500 円
三鉄ポロシャツとエプロンに
S、M、L、XL 紳士サイズで 4 種類、ご婦人の
このイラストがついています
普通サイズでしたら S サイズがお勧め！！
可愛いでしょ！
あのわんこ兄弟をデザインした小笠原ユウダイさ
んの三鉄車両が左肩に、左胸には三鉄ロゴマーク
と三鉄スローガンである「笑顔をつなぐ、ずっ
と・・・」がプリントされております
色も落ち着いた紺色！！男女問わず普段着として
着用できます。三鉄応援の証として 1 着いかがで
すか・・・！
◆三鉄エプロン フリーサイズ 1 枚 2500 円
バンダナとセットで 3000 円でお得です！！ポロシャツと同じくユウダイさんデザインの三鉄
車両が胸に刺繍してあります。紺地ですので汚れも目立たず、サイズも紐ですので調節できます
◆三鉄バンダナ
1 枚 1000 円
サイズ６０cm×６０cm
三角巾として、お弁当風呂敷として色んな使い方可能です三陸鉄道と刺しゅう入りです。

～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（大阪府境市）
酒田砂丘開発 株式会社（山形県）
のご寄付を受けています。

