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～ 三鉄沿線花プロジェクト さんりく基金の助成を受けて ～ 

 

◆ 来春が楽しみ 

  菜の花・スイセン・彼岸花 

 三鉄沿線花プロジェクトによるス

イセンと彼岸花の球根植えは、平成

28 年 11月 12 日越喜来地区の 2 カ

所で行いました。 

★ 甫嶺地域 午前 9時 30分に三

鉄甫嶺駅前に地元甫嶺まちづくり委

員会の皆さんを中心に約 40 人に集

まって頂き、甫嶺駅の海側の私有地

へ移動し、スイセン球根を 1,800個と

彼岸花 100 個を 1時間も要せずに終了しました。植え終わってから「三鉄沿線を花で飾ろう」の看板の

前で記念写真を写しました。 

★ 浦浜地域 午後 1時 30 分からは越喜来字小出の土地へ、浦浜泊まちづくり委員会の皆さんを中

心に約 20人に集まって頂きました。そしてスイセン球根 800個と彼岸花 100個、キングサリの苗木を植

えました。 

◆ 両会場ボランティア延べ 60 人 

 この両会場の花植えボランティアに参加して頂きました

団体等は、甫嶺地区まちづくり委員会、越喜来復興委員会、

芝浦工大、大船渡市役所、浦浜・泊地区まちづくり委員会、リ

クリーン、若萌の会、大船渡市観光物産協会、三陸鉄道、夢ネ

ット大船渡、個人等、両会場とも多くの参加を頂き心からお

礼を申し上げます。 

 ◆ 寄贈されたスイセン球根とキングサリ苗木も植える 

 東京の草野久仁子さんから出身地（富山県）のスイセン球根（野生種ジョンキラ）800個の寄贈分も植

えました。さらに北海道富良野市の小笠原繁男さんからキングサリの苗木 100 本を寄贈され、越喜来字

小出の用地へ植えた他希望者へプレゼントいたしました。 

 ◆ 参加者の声  

参加者の東京都から復興応援に派遣されている光富正敏さん（水産課）は、「地域の皆さんの協力を

頂きながら、被災跡地復興に取り組んで 4年余、来年秋で任期満了になります。今日の地域の皆さんの

協力ぶりを見て、今後立派に復興していくことを確信出来てうれしいです」と話してくださいました。 

映画 「増田進患者さんと生きる」 2 回上映 増田先生との対話もあります 

 12月 10日（土）リアスホールマルチスペース ①午後 3時 00分～ ②午後 6時 30分～ 
全国に先駆けて老人医療費無料化や乳幼児死亡率ゼロを実現し、「保健の村」として名を馳せた岩

手県の旧沢内村の医療活動に従事した、増田進医師の患者に向き合う映像から、今取り組むもうとして

いる包括ケアを考えさせる映画と思います。多くの方に見て頂きたくご案内します。 

入場料 1,000 円（当日 1,200 円） プレイガイド：サンリア・リアスホール・三鉄盛駅・陸前高田市観光物産協会 

 問い合わせ先 増田進映画自主上映気仙実行委員会 事務局：夢ネット大船渡（0192-47-3271） 
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    手芸講習参加者からアンケート調査 

夢ネット大船渡は平成 24 年 4 月から仮設住宅等で手芸講習を開催してきました。この講習は手芸品

を販売する目的ではなく、毎月開催の手芸講習への参加を楽しみに、手芸を趣味として孤独感を解消

し生きがいを作って頂きたいとの思いで開催して参りました。 

平成28年9月～10月に手芸講習参加者にお願いしアンケートを実施いたしました。配布数は 163人、

回収数は 140 人（大船渡市 73 人、陸前高田市 67 人）、回収率は 85.9％でした。 

 手芸講習参加者の３２％は一人暮らし、通院中の人が 62％、毎回楽しみ 77％、今後の講習会を続けて

欲しいが１００％でした。 （注）住田町中上仮設分は陸前高田市に含んでいます。 

★ 参加者の年代     単位：人 

 大船渡市 陸前高田市 計 ％ 

50 歳代以下 6 2 8 6 

60 歳代 19 20 39 28 

70 歳代 23 24 47 33 

80 歳代以上 25 21 46 33 

★ 手芸講習参加理由    単位：人 

 大船渡市 陸前高田市 計 ％ 

開催が待ち遠しい 26 40 66 47 

知人友人と会える 42 26 68 49 

一人部屋がつらい 3 1 4 3 

その他 2 0 2 1 

★ 手芸講習の感想     単位：人 

 大船渡市 陸前高田市 計 ％ 

毎回楽しみ 53 55 108 77 

用事なければ参加 15 12 27 19 

なんとなく参加 4 0 4 3 

無記入 1 0 1 1 

  

小物やホッと和ませる人形たち… 
立根町 下欠東アパート団地会 執行部 角地敦子 

下欠東アパート（33 戸）集会場では、月イチのペースで夢ネット様主催の手芸

講習会が行われています。 

現在は４～5 名の参加者ですが、笑顔で優しくご指導して下さっている木川

田・菊地の両氏のおかげで、和気あいあいの中、レパートリーも豊富で出来上が

った作品も、日常使える小物類やホッと和ませてくれる人形たち……。 

昨年 10 月からの手芸講習会ですが、来年の干支である親子鶏の人形を制作

中です。完成を心待ちに次回開催を楽しみにしています。 

内陸への避難者 4 名、上平アパート集会場で手芸交流 

内陸部へ避難し手芸を趣味としている方が被災地の方々と

交流したいと、もりおか復興支援センターからの要望により実現

しました。 

１１月 15 日午後の上平アパート集会場には、上平アパートの参

加者 7 名と盛岡から来た 4 名（内 1名は加茂神社の下に住んで

いた）が、来年の干支の鶏づくりに夢ネット職員の指導で裁断し

た布に針を進めました。出発の時間になり完成出来ずに、又来

るからねと手を振ってお別れしました。 



三鉄盛駅ホームへプランター110 個 ビオラ・パンジー・チューリップ球根 
～大船渡東高校生・社協・夢ネット大船渡が協力～ 

 10 月 19 日（水）午前に大船渡市の陸の玄関とも言われる三鉄

盛駅ホームへ、大船渡東高校生 13人と先生2名等の協力を得て、

ビオラ 165 本、パンジー165 本の苗と、チューリップ球根約 600 個

をプランターに植えました。 

 今年度はさんりく基金の助成を受けて、三鉄沿線花いっぱい事

業として三鉄盛駅周辺の環境美化として行いました。終了後三鉄

盛駅職員から「芋の子汁」のお振舞いを受け、寒かっただけに美

味しく頂きました。農芸科学科 2年の柴田航太郎君は、「発芽すぐ

の苗を 9 月上旬に鉢上げし毎日手入れして来た花が、三鉄盛駅ホームに置かれ皆に眺められることが

うれしい」と話してくださいました。 

 

陸前高田市 朝日のあたる家    

陸前高田市米崎町字松峰 48-1 ℡0192-47-4750 

開所し4年目になる朝日のあたる家を 11月23日に訪問し、

最初に施設管理長熊谷志朗さんと長友智郷さんから説明を

受けました。 

この集会施設は、「NPO 法人福祉フォーラム・東北と朝日新

聞厚生文化事業団」が共同で主催するプログラムを行う場

所です。木曜日が休館日で他の日には、みんなでごはん、ア

ップルカフェ（認知症カフェ）、囲碁、いきいき百歳体操、手芸

の輪、うたっこの会、ゴスペルタイムなど、誰でもいつでも気軽に立ち寄れる場所となっています。課題

は男性の参加者が少ないと話していました。 

私も今日の行事である「みんなでごはん」に参加し、25 人ほどの皆さんと一緒に昼食を頂きました。 

「みんなでごはん」は参加費一人 300円、月 2回（第 2・４水曜日）開催し、毎回 25人前後の参加者が

あり、食材は市内の産直店から買い入れます。時には提供者もあったり、畑でみんなで作った野菜を使

うこともあります。原則として調理は参加者で行います。美味しく頂いた食事の後は歌ったり踊ったり

の交流も楽しみに参加されている人たちでした。 

参加者から聞きますと、最高齢者は 88 才、仲間との話し合い、美味しい食事もあり、歌や踊りも楽し

め、歳も考えずに楽しい。歌は「ボケない小唄」や「ボケます小唄」、「人生賛歌（一日一度は胸をときめ

かす、鏡を眺めてにっこり笑いなどの替え唄）など。81才の方はカフェにも百歳体操にも来ると話して

くれました。 

食事後参加者への感謝として「手品」（ロープマジックや復活するチラシ等）を披露しました。後日マ

ジックの仲間と訪問し披露すると約束してお別れしました。 夢ネット大船渡 岩城恭治 

 

「通信制高校生たちが考え感じる震災」 

～未来をすこしだけよくする、私たちの気づき～ 

 11月初め「新しい学校の会」（１６校の通信制高校、専門職大学院、教育機関

で結成された学校の団体）から、夢ネット大船渡に上記のタイトルの本が贈

られてきました。 

 新しい学校の会では、昨年 11月に「東日本大震災調べ学習ツアー」を企

画し、通信制高校５校から２６名の生徒が参加。陸前高田市と大船渡市を訪

問し、色々な方から被災状況や復興状況を学び、帰ってから防災について

自分たちが出来ることは何か等みんなで話し合い、そのまとめを記録した

本でした。また、学校の紹介もあり、私たちが知らない通信制高校で学ぶ生

徒の生き生きとした記録が各所に見える本でした。 

★販売取扱いは、学びリンク株式会社  

     ｆａｘ：03-5226-5257 定価 1,000 円＋税＋送料 360 円 



アコーディオン列車やフェスティバルトレインを運行し被災者等と交流 
 

11月 4 日にはアコーディオンサ

ークル「風のアンサンブル」（東京・

勝俣友子代表）の方 9 人が、地元

参加者 25 名の方々と共に、懐メロ

を列車内や駅前・ホーム等で演奏

し、楽しいひと時を過ごしました。 

また、ノースジャーニー（千葉県

鈴木輝雄氏主宰）は、11月 5 日・6 日に全国から多くのミュージシャンが大船渡市に集まり、市内各地で

ライブを行いました。6 日には三鉄列車内での演奏、さらに午後 5 時からは大船渡屋台村で寒さを吹き

飛ばす勢いで演奏し合いました。 

屋台村は今年度でなくなりますが、来年も訪問すると約束し全国へ散って行きました。 

また、演奏の傍ら販売されていた収益金から夢ネット大船渡へ 31,350 円の寄付を受けました。 

三鉄盛駅の「無料法律相談」ご利用を 

～ どんな相談でもよろしいです ～ 

 東京の NPO 法人ヒューマンライツ・ナウ（弁護士等の団体）主催、夢ネット大船渡が協力し行っていま

す「無料法律相談」は、震災直後の 23 年 10 月から、三鉄盛駅で始まって 80 回 360件の相談に対応し

ました。 

 ある弁護士から「ご相談には法律に関するお悩みから、そうでないものまでありますが、どのような

ご相談にも力になれると思います。何回でも無料で相談に応じます。ぜひお気軽にご相談ください」。 

  災害公営住宅や防災集団移転等の方へも無料で出張相談に訪問いたします。 

◆第 81 回 無料法律相談≪申し込み必要≫  お気軽にお電話下さい。 

  12 月 18 日（日）１０：００～13：20 一人相談４０分間（５件を受付ます） 

今後の無料法律相談の日程は、1 月 22 日（日）、2 月 5 日（日）、2 月 19 日（日）、 

3 月 5 日（日）、3 月 26 日（日）。いずれも時間は１０：００～１３：２０です。 
  申込先 三鉄盛駅 ℡（0192）47-3542 （受付：毎日午前 8 時 30 分～午後 6 時 00 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 ㌔ 
  12 月 10 日（土）8：30 三鉄盛駅に集合  盛駅発 9：13⇒平田駅着 10：01  

ウォーク出発 10：15 ⇒ 釜石観音着 11：20 釜石大観音入館（昼食・休憩）⇒ 

釜石大観音発 12：30 ⇒ 釜石駅着 14：00 三鉄釜石駅発 14：32 ⇒盛駅着 15：25  

参加費 1050 円（往復乗車代・保険料）持参：軽食・飲み物 申込み〆切 12 月 8 日 

※ 別に釜石大観音の入館料 500 円必要です。 

◆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 

   12 月 25 日（日）13 時 30 分盛駅集合 

    盛駅発 14：00 釜石駅往復 盛駅着 16：10 

 ★ 正月お楽しみ列車 お菓子・飲み物・ゲーム等 

   1 月 8 日（日）13 時 30 分盛駅集合 

盛駅発 14：00 釜石駅往復 盛駅着 16：10 

～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 

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

