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◆ 甫嶺地区
11 月１２日（土）午前９時３０分 甫嶺駅前集合
植える土地 駅前から徒歩５分海側 甫嶺１０９番地付近
◆ 浦浜地区
11 月１２日（土）午後 1 時００分 市役所三陸支所前集合
植える土地 支所前から徒歩 10 分 小出 26 番地付近
◆ 主催 三鉄沿線花プロジェクト
事務局 夢ネット大船渡 ℡47-3271
＜お願い＞①持参、移植ベラ・飲み物
②12 日雨の際は、翌日 13 日同時間に行います
■ これまでの経過
さんりく基金から助成を受けて始まった「三鉄
沿線花いっぱい事業」も 8 月 27 日の三陸公民館
での講演会開催。同日の甫嶺駅海側への「三鉄
沿線を花で飾ろう」看板の設置。講演会の講師：
松本靖彦氏（千葉県小湊鉄道沿線の花いっぱい
事業推進者）から贈られた菜の花の種（約 10 ㌔）
を甫嶺駅海側等の土地へ蒔きました。さらに希望
者約 100 名へ少しずつでしたが種をお分けいた
甫嶺駅海側の畑へ、菜の花の種蒔き
しました。来春が楽しみです。
■ スイセン球根植え
今度はスイセンの球根を植える予定です。スイセン球根を 1850 個、彼岸花球根 200 個を購入いたし
ました。それぞれ土地所有者の了解を得て、甫嶺駅の海側にはスイセン 1000 個と彼岸花 100 個の球根
を、浦浜（越喜来字小出）には、スイセン 850 個と彼岸花 100 個の球根を植えます。さらに東京在住の方
からご実家のある富山県のチューリップ球根栽培の方と知り合いで、スイセン球根を 500 個ほど寄贈し
たいとの申し出がありました。到着すれば植える球根数が少し多くなります。
■ 盛駅ホームへ プランター100 個へパンジーとビオラの苗植え
大船渡市の陸の玄関口でもある三鉄盛駅ホームへ 11 月 9 日（水）午前 10 時から大船渡東高校生の
協力を得て春の花でもあるパンジーとビオラ、チューリップの球根も植えてプランター100 個作ります。

■キングサリの苗木 100 本

三鉄沿線の方へ無料でお渡し

キバナフジとも言われるキングサリは、いわて三陸復興のかけ橋推進協議会（県庁内）のお世話で、
北海道富良野市の山部地域おこし協力隊から贈られるものです。苗木の背丈は約 1 メートルで、植える
時期は冬季間ですが、苗が凍る状態は避ける注意が必要のようです。
成長すると見事な眺めとなりますので、三鉄沿線に植えたいものと思います。甫嶺駅近くの方から
は自分の土地へ植えようかなとのお話もあります。原則として三鉄の車窓から見える場所へ植えて頂
きたいと思っています。
11 月 12 日のスイセン球根植の際に苗木を持参する予定です。

１０月１６日（日）多くのイベント開催の中、夢ネット大船渡創立１０周年＆三陸鉄道
盛駅運営５周年感謝公演、大船渡市民文化会館リアスホールに多くの皆様にお出
で頂き心から感謝申し上げます。
ご来場の多くの皆様から「大変感動した」「よかったよ」と言って頂きました。
これもひとえに日頃の皆様からご支援・ご指導を頂いておりますお陰様です。
劇団「ともえ座」梢巴流様、新日本舞踊満月会様、フラダン
スフラ・カメリア様、特級法螺師菊田信道様にご出演して頂き
心から感謝致します。大船渡市長戸田公明様、三陸鉄道社長
中村一郎様には、ご多忙中のところご出席頂きご祝辞を賜り
ました。

Ｋｅｓｅｎ よさ恋フェスタ 2016
◆ 期日 平成 28 年 11 月 12 日（土） 午前 10 時 30 分～午後 4 時まで
◆ 会場 大船渡市民文化会館リアスホール（大ホール） 入場無料
◆ 出演団体 県内外から 12 チーム
特別参加団体として、阿波踊りエンターティメント「寶船」（東京都武蔵
野市）、北上翔南高校「鬼剣舞部」が熱演します。
大ホールのゆったりとした座席で素晴らしい演舞を是非ご堪能下さい。
◆ 問合せ先 Kesen よさ恋フェスタ実行委員会
（事務局：佐藤℡090-2602-5559）

■

上映会 入場料 1,000 円、当日 1,200 円、高校生以下 500 円
★ 平成２８年１２月１０日（土）
★ 大船渡市民文化会館 リアスホール マルチスペース
1 回目 １４：３０開場 １５：００上映開始
プレイガイド
リアスホール
１７：１５増田進医師のトークイベント
サンリア
２回目 １８：３０上映開始
三鉄盛駅
主催

増田進映画自主上映気仙実行委員会

■

陸前高田市観光物産協会

ご案内

旧沢内村では、今から 50 年以上前にもかかわらず「命を守るに
は健康増進・予防・検診・治療・リハビリテーションという５つの包括
保健医療体制が重要」と包括ケアに取組んでいました。
増田進医師は、旧沢内村の老人医療費無料化を行った当時の村
長深沢晟雄氏と共に乳幼児死亡率ゼロを達成し村民の健康を守っ
た業績は、地域医療史に残る金字塔として讃えられています。
松田医師の「患者と生きる」姿勢の映画を皆で見ようと、自主上
映気仙実行委員会（委員長：岩城恭治）を結成しました。

■ 増田進先生（83 才）
増田先生は、患者さんとゆっくり向き合って医療をしたい、患者
の顔が見える取り組みを進めたいと診療所を開いております。
そこには増田先生の医療を求めて、全国各地から患者が集まっ
て来る。多くが複数の医療機関をまわり、現代医療に絶望した人た
ちだという。
増田先生は、旧沢内村の病院を定年退職後、宮古市の田老病院
長、現在は西和賀町の緑陰診療所で医療活動を行っています。
12 月 10 日の上映会には、増田先生も来場され、午後 5 時 15 分
から 30 分間、皆様とのお話も行います。

■ 映画

『増田進

患者と生きる』

この映画は、増田先生の魅力を伝えるために、極力ナレーションでの誘導や演出をさけ、まるで先生
と一緒に会話しているような気持ちになれるように、現場の音を大切にして製作しています。
先生の一挙手一投足が、医療という枠を越えて、これからの社会を考えるきっかけになってくれれ
ば嬉しいです。
「増田進患者さんと生きる」 監督 都鳥伸也

50 才を節目に自転車で日本一周
東京の滝本均さん（５１才）は、藤沢市で「もんじゃ BarＳＡＫＵＲＡ」を 38 年
間経営し年齢も５０才となったことから、一考し「人との出会いを楽しみ」
に、店を友人へ頼んで昨年６月に２年間の休暇を取って、自転車による日
本一周の旅へ藤沢の店を出発しました。
太平洋ベルト地帯を南下し、四国では八十八ヵ所の巡礼地を回り、沖縄
まで足を延ばしました。今年の 4 月には熊本で被災地でのボランティアを
行い、日本海側を進んで北海道には 7 月 6 日から、牧場へ泊めてもらった
りしながら 80 日間で一周しました。大船渡市には 10 月 17 日に到着し、大
船渡市で知り合った人と一緒に三鉄盛駅を訪問してくれました。あと半
年かけて藤沢市へ到着予定とのことです。

仲間が沢山でき、楽しい手芸講習

高田町中田団地

菊池ヤエ子

高田町の中田団地に入居したのが昨年 10 月、知り合いも少なかったの
ですが、手芸講習に母と参加して、手芸好きな仲間がたくさんでき、団地
での生活も楽しくなって来ました。
手芸講習の時間は夢中で黙々と作っていると、あっという間に終了の
時間が来てしまう。
「え～！もうこんな時間 !」と毎回思う。好きな事をしている時は時間
が早い！
今は吊るしびなを作って
いて、椿・ニンジン・ナス
etc・・・ だんだん作品が増えてきて、全部できて吊るす
のが今から楽しみ、月１回の手芸講習がとてもまちどうし
いです。
しかし、それもこれもすぐにぬえる様になっている下
準備をすべてやって頂いている、夢ネット大船渡の先生
方のおかげです。感謝しております。
中田団地の手芸講習 完成後の笑顔
ちなみに、初めての作品はふくろうです。とても可愛く
出来上がり、今はテレビの前に鎮座し、私達を見守ってくれています。

手芸講習開催は、１２月に８００回目を迎えます
陸前高田市・住田町の手芸講習は、ジャパン・プラットフォームからの助成を受けて、１ヵ月１０ヵ所で開
催しています。また、大船渡市内の手芸講習は、復興庁の「心の復興」予算を大船渡市予算を通して助
成を受け、１ヵ月１５ヵ所の仮設住宅や災害公営住宅で行っています。
大船渡市内の仮設住宅での手芸講習は、赤崎町後の入仮設だけとなってしまいました。
災害公営住宅では、上平アパート、川原アパート、赤沢アパート、宇津野沢アパート、長谷堂東ア
パート、下欠東アパート、関谷アパートの 7 カ所で手芸講習を開催しています。この他の地域で
は綾里の綾姫ホール、居場所ハウス、長洞元気サロンで行っています。
手芸講習を開催していない公営住宅の自治会役員さん、手芸講習開催を望む入居者の皆さん。お
気軽に相談下さい。ご連絡をお待ちしています。連絡先 夢ネット大船渡 ℡（0192）47-3271

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≫ 地元の魅力再発見・全コース約 5 ㌔
11 月 19 日（土）8：30 三鉄盛駅に集合
盛駅発 9：13⇒三陸駅着 9：４２
ウォーク出発 10：00⇒新山神社⇒小枝柿原木⇒未音崎湾望台⇒潮目⇒ど根性ポプラ⇒
三陸大王杉⇒サイコー商店街⇒三陸駅着 12：20
盛駅着１２：５８
参加費：600 円（往復乗車代・保険料）持参：軽食・飲み物 申込み〆切 11 月 17 日
◆第 80 回 無料法律相談≪申し込み必要≫
お気軽にお電話下さい。
11 月 13 日（日）１０：００～13：20 一人相談４０分間（５件を受付ます）
次回は 12 月 18 日です。どんな相談でもよろしいです。出張相談にも対応します
◆冬休み中に楽しい企画列車を運行≪申し込み必要≫
すべてのお子さん 500 円、大人 1,000 円（乗車料含む）です。
飲み物等車内持ち込み自由です
★ クリスマス列車 お菓子・飲み物・ゲーム等
三鉄のお得な利用
12 月 25 日（日）13 時 30 分盛駅集合
（団体・貸切利用等）
盛駅発 14：00 釜石駅往復 盛駅着 16：10
お問合・申込先 三鉄盛駅
★ 正月お楽しみ列車 お菓子・飲み物・ゲーム等
℡（0192）４７－３５４２
1 月 8 日（日）13 時 30 分盛駅集合
三鉄盛駅は夢ネット大船渡が運営
盛駅発 14：00 釜石駅往復 盛駅着 16：10
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。

～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

