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広域財団法人さんりく基金の助成を受けて、昨年
から始まった三鉄沿線花いっぱい事業、夏の講演会、
秋の菜の花の種蒔き、スイセン球根植え等、沿線の
方々の協力を受けて行った菜の花やスイセンが咲
き出しました。
鹿の食害対策を行わなかったところは全滅とな
りました。写真の菜の花は甫嶺の皆さんが網を張っ
て対策を行っているところです。
写真のス
イセンは約
1000 個植えた花です。また、黄色い小さなスイセンは「ジョンキ
ル」という名前で、東京の支援者が自分の出身地の富山県の球
根業者から贈られた花です。
植える際に「来春は花見をしよう」と声がけもあったことから、
花見をするには少し規模が小さいのですが、第 1 回目として行
いました。
当時は連休中でもあり他の行事
から参加者が心配されましたが、
好天に恵まれたことや甫嶺地域へ
チラシ配布、東海新報の記事（4 月 28 日付）になったこともあ
り、関係者含めて約 30 名が楽しみました。

これまで三鉄盛駅ふれあい待合室でお世話していました無料法律相談（主催：ヒューマンライツ・ナ
ウ、協力：夢ネット大船渡）を、夢ネット大船渡事務所で受付を行い、夢ネット大船渡事務所で相談を行い
ます。部屋は 3 室ありますので、相談の秘密を守れますので、お気軽にご相談ください。
★ 日時 平成 29 年 5 月 14 日（日）
★ 場所 夢ネット大船渡 盛町字内ノ目 14-15
★ 相談時間 一人 40 分 ①10：00～、②10:40～、③11：20～、④１２:00～、⑤１２:４０～ の５人
★ 連絡先 夢ネット大船渡 ℡・fax （0192）４７－３２７１ 下記の内容をお知らせください
①お名前、②連絡電話番号、③相談の題名（例：相続・土地問題等）、④相談時間
夢ネット大船渡事務所不在の際は、留守番電話へ録音かＦＡＸ、当方から連絡します。

スポーツ特区による
被災地の復興へ
平成 29 年 4 月 28 日午後、陸前高田市コミュニティホー
ルで、「三陸気仙広域連携スポーツ特区設置への提言とス
ポーツ特区推進準備協議会発足」の記者会見を行った。
参加した記者は、東海新報社、岩手日報社、河北新報社、
読売新聞社でした。
主催者から、共同代表のＮＰＯ法人再生の里ヤルキタウ
ン理事長熊谷耕太郎、一般社団法人三陸気仙総合型クラ
ブ代表理事菊池純一、ＮＰＯ法人夢ネット大船渡理事長岩
城恭治、事務局長全日本大学及び関東大学女子サッカー連盟理事岡田康義の 4 名が同席しました。
★目的と背景
一億総活躍社会の実現に向け、東日本大震災を逆手にチャンスと捉え、これまで各自治体が取り組
んできた“復旧”事業を更なる後世に向けた“復興”都市を目指します。
人口流出対策、交流人口拡大、そして雇用と定住人口促進を重要課題とし、復興予算の効率かつ費
用対効果の執行を提言。そして一極集中から多極分散、西高東低から新たな「東北の夜明け！」に繋げ
るべく国土の均衡を、被災地三陸沿岸を“震源”に、特有の温暖な気候を生かし「スポーツ特区」を核と
した中長期的次世代（後世）へのインフラ整備を提言します。
★当面の活動方針
① スポーツ特区指定を受ける背景や目的、利点など広く明ら
かに産学官民の協力体制を充実することです。
② イベント等を共同または広域で開催することにより、気仙 2
市 1 町の一体化を醸成する。
③ 現有及び今後建築予定の各自治体の設備を共同活用する
ことで、各自治体の費用的負担軽減及び利活用の促進を図る。
④ ソフト面及びハード面の共有化により広域住民相互の連携や一体化を生みより強固な地域連携を
推進する。
★ 2 市 1 町を訪問し市長・町長へ説明
記者会見前に 2 市 1 町へ「スポーツ特区」設置に向けた提言と「スポーツ特区推進準備協議会」の設
立について報告するために、4 月 20 日午後に 2 市 1 町を回ってそれぞれ報告いたしました。

春祭り「ふれあい動物園」

主催：三陸気仙広域連携スポーツ特区推進準備協議会（仮）

4 月 23 日 再生の里ヤルキタウン
NPO 法人再生の里ヤルキタウン理事長の熱心な呼びかけに夢ネット大船渡も応え、スポーツ特区推
進準備協議会へ参加したことから、4 月 23 日の春祭りへ出店しました。
夢ネット大船渡会員が前日にトン汁を準備し、当日は温めて振る舞い
ました。桜も咲き花冷えとも言われる少し肌寒い日でもありましたこと
から、トン汁の人気は高く約 100 人分は 11 時半には無くなってしまいまし
た。子どもたちの人気は岩手サファリパークのウサギ・モルモット・ペンギ
ン・ヤク・ラマでした。

さんりく・大船渡ふるさと大使
千田俊章氏 「夢の足跡」 本を発行
震災後千田俊章氏（東京都調布市）は、今年 3 月これまで新聞・雑誌掲
載や TV 報道された資料をまとめた 1 冊の本を発行しました。
千田さんには震災直後の 6 月に、全国ふるさと大使連絡会議から被災
地支援へ 30 万円を夢ネット大船渡へ贈って下さいました。その後職業訓
練用としてパソコンやプロジェクター、さらには自転車の寄贈など数々の
支援物資の橋渡しも行って下さいました。千田さんの自分史とも思われる
本発行おめでとうございます。

手芸講習

２９年度もスタート

夢ネット大船渡が行っております被災者生きがい支援
事業の「手芸講習」は、昨年１２月で延べ８００回開催し
6,200 名を超す方々に参加して頂きました。
開催しております仮設住宅や災害公営住宅では、夢
ネット大船渡の手芸講習は、毎月開催されるので次回を
楽しみ日常励みになって入る。また、他の手芸では未完
成の内に時間が来ましたと終わってしまうが、完成出来
て遠くに住む孫等へ贈ることが出来て励みになる等う
れしい言葉を聞いて参りました。
平成 29 年度も昨年度同様に開催予定でしたが、一部
助成金が取れずに陸前高田市内は夢ネット大船渡の事
業から、会員のボランティアとして数ヵ所開催することにしています。 ※ 上の写真は気仙町水上団
地の手芸講習（4 月 17 日）
大船渡市内は昨年同様に復興庁の「心の復興」予算を受けて
1 ヶ月 15 ヵ所を目標に開催します。手芸指導者も顔なじみとなっ
て、作る手芸品も会話も参加者と打ち解け合って、楽しい雰囲
気の中で行っております。
4 月に開催ヵ所は 14 ヵ所、5 月に 1 ヵ所追加なりますが、あと 1
ヵ所の開催場所を交渉中です。大変喜んで頂いておりますので、
ご希望の方はぜひご連絡ください。
※ 左の写真は今年度から始まった長洞仮設です。

三鉄駅からウォーク ５月１３日（土）
吉浜駅から クマガイ草・津波記念石等を巡ります
★

会の名称「ふれあいウォーキング」と決まる
健康・名称旧跡再発見・三鉄支援の三つを目的とした駅からウォークについて、唐丹本郷の桜の下で
平成相談しました結果、①名称は「ふれあいウォーキング」、②毎月三鉄沿線の名勝や旧跡を巡るウォ
ークを実施、③会費は毎月例会乗車賃に少し上乗せする、④役員は当面夢ネット大船渡の岩城が当た
る等を決めました。
★ ４月例会 ４月１５日 唐丹駅から 本郷桜見物
今年度第１回目の駅からウォークを４月１５日（土）三鉄盛駅か
ら唐丹駅まで列車へ乗車し、唐丹駅から小白浜商店街や漁
港、さくらトンネンるを通り本郷の桜並木へ、ポツポツ咲き出
した花もありましたが、全体的には今にも咲き出そうとして
いました。伊能忠敬の三陸測量の業績を顕彰して建立した
「測量の碑・星座石」を見て、各自持参の花見弁当を食べまし
た。暖かい日でしたので昼食後には大分咲き出す花も見え
少し満足し帰って来ました。
写真は、唐丹町小白浜の災害公営住宅前を進むウォーク
★ ５月例会 ５月１３日 吉浜駅から クマガイ草と津波記念石を巡る
５月１３日（土） 午前８時３０分 三鉄盛駅へ集合下さい 盛駅発９:１３ ⇒ 吉浜駅着 9：47
コース 吉浜駅 ⇒ クマガイ草見物 ⇒ 吉浜駅（トイレ休憩） ⇒ 津波記念石
⇒ 啄木歌碑 ⇒ 津波記憶石 ⇒ 新山神社 ⇒ お寺
⇒ 吉浜駅着 12：10
吉浜駅発 12：25 ⇒盛駅着 12：58（解散）
参加費 一人 ７５０円
これまでの参加者は事前申込み必要ありませんが、初めての方は前日までに電話下さい。
申込先 夢ネット大船渡 ℡ ４７－３２７１

今年度もマジックを披露します
声をかけて下さい
平成２５年度から始まったマジック講習、社会貢献活動参加者
を増やしたいとの願いで始まり、２７年度から「ｱﾏﾁｭｱﾏｼﾞｼｬﾝｽﾞｸﾗ
ﾌﾞ大船渡」として発足し３年目を迎えました。
昨年度は、仮設住宅６ヵ所、学童クラブ１ヵ所、ディーサービス等
福祉施設５ヵ所、高齢者教室１ヵ所、地域公民館１ヵ所、三鉄列車内２
回の開催、さらに会員個人披露が約４０回行っています。
今年も４月に大船渡市日頃市町の坂本大森地域の「陽だまりサロ
ン」で、マジックを披露してきました。
大船渡市・陸前高田市・住田町内どこへもボランティアで行きます
ので、お気軽に声をかけて下さいますようお願いします。
写真２枚は、４月２１日の会員同士のマジック研修会です。
５月の例会は、花巻市から講師を呼んでの研修会を、５月２６日午後
1 時 30 分から、大船渡地区公民館で開催します。
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NPO 法人夢ネット大船渡
理事長 岩城恭治
℡・fax 0192-47-3271
メール npoyumenet@bz01.plala.or.jp
ホームページ 「NPO 法人夢ネット大船渡」検索願います

