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何度も被災地を訪問し、仮設住宅や福祉施設等で演奏して来まし

た東京のアコーディオンサークル「風のアンサンブル」による、三鉄

列車内（レトロ車両）での懐メロ演奏と皆さんとの合唱を行います。 

 アコーディオンは郷愁を誘う独特のメロディー、昔の良き時代を思

い出させるものです。列車内で楽しいひと時を過ごしませんか、参加者募集中です。 

 ★ 日 時  平成２８年１１月４日（金） 午後 1時 20 分 三鉄盛駅集合 

  最初に盛駅前で演奏（１３：３０～1３：５０）その後乗車し 盛駅発１４：００⇒釜石（往復）⇒盛駅着１６：００ 

 ★ 参加費  一人 1,000 円（乗車代、お茶・菓子代） ★ 募集定員 30 名（先着順） 

 ★ 申込先  11月 2 日までに 三鉄盛駅へ ℡（0192）４７－３５４２ 

 

 

 North Journey（千葉県市川市鈴木輝雄氏主宰）は、2012 年秋から

訪問し、今回で 5 度目の旅となります。呼びかけに応えて、全国から７

０名のミュージシャンが来ます。 

 近くの演奏場所へお出で下さるようご案内いたします。 

11月 4 日（金） 前夜祭 １７時～20 時 大船渡屋台村 

11月 5 日（土） 11月 6 日（日） 

地の森八軒街 10 時～15 時 大船渡屋台村 11時～20 時 

大船渡屋台村 11時～20 時 盛駅前/MINT HOUSE 12 時～１５時 

盛駅前/MINT HOUSE 12 時～17時 ハウルの船 11時～13 時 

寿限無亭 12 時～17時 恋し浜ホタテデッキ 12 時～15 時 

Sumita Clutch 14 時～18 時 フェスティバルトレイン 10 時～12 時 

 ※ 11月 6 日の「フェスティバルトレイン」の希望者を募集しています 乗車料金 1,000 円 

釜石駅まで往復約 2 時間 列車内で演奏あります 希望者は、三鉄盛駅へ ℡（0192）４７－３５４２ 

 

夢ネット大船渡創立 10周年・三鉄盛駅運営 5周年記念 感謝公演ご案内 

平成 28年 10 月 16 日（日） リアスホール  

12 時開場、13 時開演 入場料 1,000 円（前売りに記念品付） 
  

 

  

今度で 5 回目の大船渡公演となります「劇団ともえ座」と地元の新日本舞踊「満

月会」とフラダンス「フラ・カメリア」の熱演の３時間です。 

楽しいひと時をリアスホールで過ごしましょう。 

入場券販売中、三鉄盛駅・サンリア・リアスホールで販売しています。 

         

 

 

１50 号 

20１６年 

10 月１日 

 

(毎月 1 日発行、創刊号平成 23 年４月 11 日） 

昨年 盛駅前の演奏 

ともえ座 家元 



ＮＰＯによる被災者支援活動の中心となって  
夢ネット大船渡の歩み（後半） 平成２３年３月～今日までの活動紹介  

 東日本大震災直後、NPO 中間支援組織としてこれまで一緒に活動を行って来ました市民活動団体の

組織が被災に合ったのかどうか、安否確認（往復はがき発送や訪問）を行いました。これが被災後の最

初の活動でした。  

◆ 気仙市民復興連絡会 

 平成 23年 4 月 3日、愛知県の NPO法人愛知ネットの天野理事

長から地元の NPO 団体と一緒に長期の支援活動を行いたいとの

申し出により、翌日 10 数団体が YS センターに集まって相談し、4

月 5 日に「気仙市民復興連絡会」を結成しました。 

 愛知ネットの手配により、4 月 11日に広田町慈恩寺避難所を皮

切りに、その後多くの避難所での炊き出しを行いました。 

 当初事務所を YS センターの奥の部屋をお借りしていましたが、

余震で危険な部屋となったため、愛知ネットが末崎町字船河原へコンテナハウスを建て、気仙市民復

興連絡会の事務所として、被災者支援活動の拠点として平成 23 年 12 月まで利用しました。 

◆ 夢ネット大船渡が独立事務所 

夢ネット大船渡は気仙市民復興連絡会の中心的活動のかたわら、

ジャパン・プラットフォームから助成を受けて、平成 23 年 7 月から仮

設住宅のパトロールを行い、仮設住宅入居者から色々の要望を聞き、

関係機関への橋渡しや、特に女性から「手芸用品」の要望を受け、ネ

ットで支援を求めた結果、全国から物資を贈って頂き、約 200 名を

超す方へ、布や針さらにミシン等も届けました。 

 平成 23 年 12 月末から夢ネット大船渡独自の事務所（大船渡市盛

町字内ノ目 14-15）を開設し現在に至っています。 

◆ 被災者支援活動 

★ 被災者いきいき支援事業「手芸講習」 

 仮設住宅での趣味を生かした女性の生きがい支援として、平

成 24 年 4 月から手芸講習を始めました。住田町の中上仮設の方

は「手芸に夢中になっていると、色々の辛いことを忘れてよい。

月 1回であるが翌月が待ち遠しい」と言ってくれるほど、夢ネット

大船渡の手芸講習は好評に継続中、今年度は 1 ヶ月 25 カ所の開

催計画で行い、今年 12 月ころに延べ開催 800 回目となります。 

★ 情報誌「みらい」と「復興ニュース」を発行 

 震災前から発行しています市民活動情報誌「みらい」を、震災後も「自主防災の底力発揮」・「仮設住

宅の生活は復興へのバネ」・「津波が持っていったものと持ってきたもの」等の特集内容を掲載し、平成

２４年２月まで発行しました。また、「復興ニュース」は、当初気仙市民復興連絡会で発行していましたが、

平成 24 年 1月から夢ネット大船渡が引き継ぎ発行するようになり、今月号で 150 号となりました。 

★ パソコン講習 

 被災直後ふるさと大使の千田俊章様のお手配により、東芝㈱からパソコン９０台寄贈頂き、猪川地区

公民館で行い、受講者の中から１００数名の再就職者が出ました。現在も毎週 2 日間行っております。 

◆ 三陸鉄道支援事業 盛駅運営 

 震災前の三鉄支援が縁で、平成 23 年 10 月から三鉄盛駅舎を利活用

して（岩手県から委託）、街の賑わい創生事業が始まりました。 

 さらに、25年 4月から吉浜駅までの運行再開に伴い、三陸鉄道㈱から

委託を受けて盛駅業務（乗車券販売等）を行うようになりました。 

 歌声列車や駅弁列車、駅からウォーク、さらに貸切列車利用を各方面

に呼びかけております。また、平成23年 10月から東京のＮＰＯ法人ヒュー

マンライツ・ナウが、三鉄盛駅で無料法律相談を行うことになり、事前受

付等の協力が始まり、これまで 78 回 355件に対応しました。 

◆県内外支援団体のコーディネート等被災者支援に役立つことは何でも行って来ました。 

大船渡中学校避難所の炊き出し 

高田町中田団地 手芸講習 

盛駅前賑わい市 

24 年 2 月開催の手芸展 



陸前高田フラワーロード 23 年間ご苦労様  

 平成 2年に高田町の海岸線に国道45号バイパスが完成しま

したが、沿道に雑草が繁茂しているのを見て、平成 6 年 4 月に

国道に花を植えようと 3人で立ち上がったのが「陸前高田フラ

ワーロード」のスタートでした。  

 それから会員も 10 人以上となり、市民の理解も広がり高田

高校生を始め、高田町老人クラブ、市内中学生、市内の企業等

多くのボランティアの協力を得て、道の駅タピック 45一帯に夏花壇に 1万 6千本、冬花壇に 5千本を植

えるなど、道の駅と共に国道 45 号の名勝的場所となりました。 

 震災後も全国からの支援を受けて、被災地を蘇らせるすばらしい花壇が作られ、被災地を訪問する

人たちや今年行われる国体選手や役員を迎える素晴らしい環境となっています。 

 代表の鈴木勝井さん（84 才）は、会員も高年齢となったし、国道の嵩上げ工事も行われるので、10 月

22 日に鳴石が丘公民館で、ご苦労会を行って「陸前高田フラワーロード」を解散するが、嵩上げ工事完

了後も花壇を作ってくれる団体が作られることを期待していると、寂しさを隠さずに話してくれました。

陸前高田市民の皆さんは必ず、鈴木さんらの意思を引き継いでフラワーロードを継続すると思います。

代表の鈴木さんと会員の皆さんご苦労様でした。 

気仙最大の災害公営住宅  

栃ヶ沢アパート 301戸入居開始 

 大船渡市と陸前高田市の最大の災害公営住宅「栃ヶ沢

アパート」の入居が行われています。これまでの大規模団

地は、高田町の下和野団地（１20 戸）、中田団地（197戸）、

大船渡市のみどり町団地（147 戸）でした。 

 栃ヶ沢アパートは 301戸と最大の災害公営住宅です。地域の皆さんと協力し合って、入居された皆さ

んが活発に交流され、陸前高田市の元気の発信拠点になってくれることを期待しています。 

使用済み「てんぷら油」回収の普及へ  
 事業所や家庭から出る廃食油を回収し、精製処理することによ

って、エネルギーとして再利用できる「バイオディーゼル燃料（ＢＤ

Ｆ）」の普及を目指す懇談会（主催：環境パートナーシップいわて）

が、9月 15日盛町のシーパルで、振興局や 2市 1町の担当者等の

参加で行われました。 

 懇談会では最初に、宮城県大崎市が総合計画に「バイオマスタ

ウン構想「自然と共生し環境に配慮したまちづくり」の中で、廃食

油回収から精製、利用の実態が報告されました。 

意見交換では、気仙内にＢＤＦを精製、使用する施設や企業が

ないなどの課題、地球温暖化防止のためにも体制を整備したい旨が話し合われました。 

 また、使用済みてんぷら油の回収を普及する「エコクッキング講習」（夢ネット大船渡が担当）を今年

度は、地の森 1区公民館、平アパート、南笹崎公民館、石浜公民館、宮野多目的集会所で、公民館、老人

会、食改、社協の方々と共催で開催しました。 

 さらに 10 月 5 日には遠野市のＢＤＦ精製所と奥州市のＢＤＦ利用の農家を視察する予定です。 

三鉄沿線花プロジェクト 11 月初旬に 2,000 個の球根植え 
 千葉県小湊鉄道沿線の花植えを行っている松本靖彦さんが贈ってくれた菜の花

の種は、9 月 18 日から盛駅・綾里駅・三陸駅で希望者へ無料で配布しています。来春

は各地で菜の花が見られることを楽しみにしています。 

 また、三陸町浦浜と甫嶺の地主から、ありがたい

ことに休耕地の利用申し出がありました。 

植えるのは鹿の食害に合わない「スイセンと彼岸花」の球根を、約

2,000 個を植えます。植える日にちは未定ですが、11 月上旬を予定し、

その際は多くのボランティアさんのご協力をお願いします。 

南笹崎公民館のＢＤＦ懇談会 

スイセン球根を植える予定地：浦浜 



助成金情報  みんなで地域を元気にしよう！ 
◆ 公益財団法人 キリン福祉財団 上限 30 万円 

 ★ 対象となる活動 

  高齢者が、地域のために、その知識・技術・経験を活用するグループによるボランティア活動 

 ★ 対象となる団体 

  65 才以上のメンバーが中心で活動する 4 人以上のグループ 

（活動の中心者 4 人以上が 65 才以上であること） 

 ★ 応募期限 2016 年 10 月 31 日 

 詳細は、ホームページ「キリン福祉財団」とご検索ください 

◆ 公益財団法人 パブリックリソース財団  

 ★ 対象となる活動  1 団体あたり 50 万円 

   動植物多様性の保全・啓発を目的とした、以下に該当する市民参加型プログラム 
 ①地域で生産された農産物を、その地域で飲食することを通じて、 
農産物そのものやそれを取り巻く気候・風土への関心を広げる活動 

 ②自然や動植物とのふれあいを通じて、生物のつながりを体験 

  する活動 

 ③自然や動植物を観察し、記録・表現する活動 

 ④自然や生き物を調査・保全・再生する活動 

★ 対象となる団体 

  ＮＰＯ法人、一般法人、公益法人、任意団体などの市民活動団体 

 ★ 応募期間 2016 年 11 月 2 日 

   詳細は、ホームページ「パブリックリソース財団」とご検索ください 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三鉄盛駅から１０月のご案内   ℡０１９２－４７－３５４2 

◆盛駅前賑わい市 

10 月 8 日（土）・２2 日（土）１０：００～１２：００  毎回好評開催！ 

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）、初めての方へ囲碁・簡単マジック等の指導も行います（無料） 

◆３鉄まつり（三鉄・ＪＲ・開発鉄道） 

  10 月 9 日（日）午前 10 時～午後 3 時 盛駅前広場等 

  餅まき（2 回）、大船渡東高校太鼓、園児パフォーマンス、トレインジャーショー（２回） 

  ミニＳＬ運行、昔ながらの露店、その他楽しい企画たくさんあります  

◆三鉄駅からウォーク ≪申し込み必要≫ 地元の魅力再発見・紅葉も最高！ 
  10 月１5 日（土）午前 8 時 30 分に三鉄盛駅に集合 

盛駅発 9：13⇒甫嶺駅着 9：35 ～ウォーク～ 甫嶺駅発 12：35⇒盛駅着１２：５８ 

甫嶺駅から 今出山金山精錬所跡・映画館跡・工夫住宅跡等 ⇒甫嶺駅 

  参加費：500 円（往復乗車代・保険料）持参：軽食・飲み物 申込み〆切 10 月 12 日 

◆第７９回 無料法律相談≪申し込み必要≫  お気軽にお電話下さい。 

  10 月 16 日（日）１０：００～12：40 一人相談４０分間（4 件を受付ます） 

  どんな相談でもよろしいです。出張相談にも対応します 

◆ハロウィン列車≪申し込み必要≫  

  10 月 30 日（日）盛駅集合１３：３０  

盛駅発１４：００⇒三陸駅折り返し⇒盛駅 15：２５ 

参加費 大人 1,000 円、小学生 500 円（未就学児無料） 

仮装しての参加者に豪華景品プレゼントあります。 

申込〆切 10 月 28 日 

親子で楽しみましょう！ 
～ご意見、ご感想をお寄せください～ 
あて先：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（大阪府堺市） 

酒田砂丘開発 株式会社（山形県） 

のご寄付を受けています。 

三鉄のお得な利用 

（団体・貸切利用等） 
お問合・申込先 三鉄盛駅 

℡（0192）４７－３５４２ 
三鉄盛駅は夢ネット大船渡が運営 

台風１０号被災 

岩泉町へ 

寄付金箱設置 

三鉄盛駅 

ご協力お願いします 

「ご近所支え合い活動助成金」説明会 

★日時 10 月 26 日（水） 

13：30～１５：３０ 

★場所 大船渡地区合同庁舎 4 階 

参加申込先  

県高齢者社会貢献活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
℡ 019－606-1774 

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

