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被災者生きがい支援  手芸講習 

  大船渡市内・陸前高田市内・住田町で開催 
 

 東日本大震災の平成２３年８月から、夢ネット大船渡は職員を

雇用し仮設住宅のパトロールを始めました。仮設住宅を訪問し主

婦の皆様から布も針もすべて流してしまった。何かないものかと

相談されました。 

 ネットで全国へ支援をお願いしましたところ、沢山贈られて来

ました。布から毛糸や裁縫道具、さらにミシンも贈って頂きまし

た。発行していました「復興ニュース」と「みらい」へ掲載し、希望者を募ったところ約２００名

のかたへ届けることが出来ました。 

 次には受け取った被災者から、これは支援に頂いた布で作りまし

たと手芸品が事務所に届くようになりました。それでは手芸作品展

を開いて作品の交流と合わせて、近所であった知人が分散し仮設住

宅へ入居したこともあり、人の交流も兼ねて行うことにしました。 

 平成２４年２月に陸前高田市は米崎コミセン、大船渡市はカメリ

アホールで開きました。仮設ごとの手芸品出品も多くビックリしま

したが、来場者も大変多く、皆に喜んで頂きました。 

 これが縁で平成２４年４月から「手芸講習」を仮設住宅で開催す

るようになりました。また、販売希望者の要望に対しては販売支援も行っています。 

これまで開催しました手芸講習の開催状況です 

年度 開催回数 延べ参加者数 備      考 

２４年度 ６１ 674 JPF助成 共同募金会助成 

２５年度 １３０ 1022 JPF助成  

２６年度 １５５ 1283 JPF助成 手芸指導者講習会開催 

２７年度 ２５３ 1675 JPF助成 パート雇用による開催ヵ所増 

２８年度 2８４ 2073 JPF/復興庁 パート雇用による開催ヵ所増す 

２９年度 ― ― 大船渡市委託・岩手県共同募金会 

計 883 6727  

 

平成２９年度も手芸講習を開催 
 大船渡市内は大船渡市との委託契約によって開催しています。 

 7月 12日の午前中に、盛町のみどり町アパート（災害公営住

宅）で 3回目の手芸講習を行いました。今日は「刺し子」を行っ

ていました。このみどり町アパートは自治会の発足が今年 3月で

したので、5月から始まったところです。 

※写真はみどり町アパート手芸講習の皆さん 

 この日は都合により 4名が欠席し 9名の参加でした。参加された方とお話合いをしましたとこ

ろ、皆と顔を合わせる機会が少ないので、手芸の際に顔を合わせられ楽しいお話も出来て嬉しい。

このアパートには男性の一人暮らしが多いので、何かお世話が出来ないものかとの相談もありまし

た。夢ネット大船渡も仮設住宅の時代からこの一人暮らしの男性対策が必要と思っておりますが、

今だその対策は出来かねております。 
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 陸前高田市は 5月から岩手県共同募金会の助成を受けて開催しています。 

 

 7月 17日小友町の西下団地で行いました。この団地

は 3年前から行って

います。今日の手芸

は「金魚ねぷた」で

完成までもうすこし

の作業でした。 

 高齢の御婦人方は、自動車を運転もしませんので、手芸講習

が何よりの楽しみであるといつもお話ししてくれます。私たち

もこう言って頂き本当に嬉しく思います。 

※ 写真は小友町の西下団地手芸の皆さん 

 

地球温暖化防止へ  
 環境パートナーシップいわてと連携し活動を継続 

 子どもたちが夏休みとなったこともあり、学童保育所で「科学で楽しもう 新ローソクの科学」

とのテーマで、7月 26日は大船渡町の学童保育所「うみねこキッズ」、27日は盛町の学童保育

所「さくらりっこ」で実験を通して科学に興味を持ち、地球温暖化対策を知って頂くイベントを行

いました。この活動は環境パートナーシップいわて（盛岡市）主催、夢ネット大船渡協力で行いま

した。 

◆ 大船渡町 うみねこキッズ 

 岩手大学の今井潤先生が講師を務め、地球温暖化について

お話後、電池を利用した動くおもちゃづくり（ゴキブリづく

り）行いました。セットの袋を開き、各部品を組み立てると

完成です。電池から通電すると動くゴキブリ？に感激し楽し

んでおりました。 

◆ 盛町 さくらりっこ 

 岩手大学の山口明先生と学生（3名）が講師を務め、液体窒

素・水素を使った実験、自転車発電体験でした。液体窒素へ入

れ冷えた菓子を食べてみる、生花を入れ凍らせて砕く実験。さ

らに自転車のペタルを踏んで電気を起こす実験に、子どもたち

もビックリしながらよい体験が出来たのではないでしょうか。

子どもたちも楽しかったと言ってくれました。山口先生から岩

手大学へ進学してください。科学へ興味を持って下さい等のお

話もありました。 

 

三鉄沿線花プロジェクト  
 ◆ スイセン球根の寄付を受付中 
 7 月 1 日から受付を開始しましたスイセン球根の寄付は、

これまで約 4000個が集まりました。目標数の約半分です。

一応 8月 12日を締め切りとしてしていますが、植えるのが

10月を予定していますので、延長も行います。 

 ◆ コスモスの種を蒔きました 
 春には菜の花が咲き、秋にはコスモスの花が咲く、歌の文句ではありませんが、四季折々に花が

眺められる三鉄沿線になればとの願いで、コスモスの種を 4㌔購入し、甫嶺駅海側には 3㌔、越

喜来小出には 1㌔の種を蒔きました。 

 心配していましたところ、小さいですが芽を出し、連日の暑さもあり順調に成長しています。 

 10月にはコスモスの花見会を企画しますが、まだ日程は決めかねております。 

 ◆ 菜種油は 
 食用の菜種油にするには、種から吟味しなければならないことを学びました。したがって今年の

収穫した種は、食用ではなくエネルギーにすることにしています。油搾り機は環境パートナーシッ

プいわてが購入し、夢ネット大船渡事務所に届いています。近く油をしぼる日を決めて実験的に行

いたいと思っています。 



無料法律相談を行う 3 件の相談に対応 
 ヒューマンライツ・ナウ主催、夢ネット大船渡協力の無料法

律相談は、7月 23日（日）午前 10時から、夢ネット大船渡事

務所で行いました。 

今年の 3月までは三鉄盛駅ふれあい待合室でお世話して来ま

したが、夢ネット大船渡は三鉄盛駅運営を止めてしまいました

ので、今年度から夢ネット大船渡事務所で行うことにしました。 

※写真は弁護士と岩城理事長 

 今回は事前申し込みが 2件、飛び入れ（前日の申込）1件の 3件の相談対応でした。相談を行

った 3人とも、「親切にしかも丁寧に回答を頂き助かりました」とのお答えでした。 

 平成 23年 10月から始まった無料法理相談は、88回目となり 382件の相談に対応して参り

ました。 

 今年度は隔月開催ですので、次回は 9月に行いますので、相談の方は今から受付しますので、

夢ネット大船渡へご連絡ください。  

  

マジック講習 東京から講師を迎え「特別講習会」を開催 
 いきいき岩手支援財団の助成を受けて、今年度もマジック

研修の開催とマジック披露を行っています「アマチュア・マ

ジシャンズ・クラブ大船渡」（会長岩城恭治）は、7月 21

日（大船渡地区公民館）・22日（カメリアホール）の両日、

東京アマチュア・マジシャンズ・クラブから講師を呼んで「特

別講習会」を開催しました。 

 東京でのボラ

ンティアマジッ

ク披露で好評の

種目についての指導を受けました。講師は自分で工夫し

作った種を持参し、詳細に指導をして頂きました。 

 指導を受けた主な種類は次の通りです。 

１、ラッキーカードトーマー 

２、ペットボトルを使ったマジック 

３、吸盤でカードを当てる 

４、ハンカチマジック 

５、三色テープ 

６、丸めた画用紙からキャンディ 

７、ボランティアマジック実演 

 以上の他にも 21日夕方の交流会での指導など、大変な種目のマジックをご指導頂きました。 

 

 

越喜来芸術祭でマジック披露 

22日マジック特別講習会終了後、三陸町三陸駅前で開催の「越喜

来芸術祭」へ飛んで行き、午後 1時からマジックを披露しました。 

三陸町内でのマジック披露は初めてでした。披露しましたのは菊池

長さん（住田町）、畠山清さん（高田町）、岩城恭治（大船渡町）の

3人でした。 



8月の行事お知らせ 

 

◆ 未音崎湾望台へお地蔵様を設置  

法要を行います 

 8月 11日（金・祝日）午前 10時から、三陸町越喜来の未音

崎湾望台で、大阪元気人間製造研究所が持参しましたお地蔵様、

これまで三鉄盛駅待合室へ置いていましたが、夢ネット大船渡の

運営が終了した関係から他への設置先を探しておりましたとこ

ろ、越喜来の片山和一良様から承諾を頂き、片山建設様のボラン

ティアで設置工事が終わりました。 

 越喜来地区の犠牲者の冥福を祈り、お地蔵様「未音崎地蔵尊」

の開眼供養と合わせて月命日でもあり東日本大震災犠牲者の法要を行うことにしました。 

 関係者や近所の方々のご参列を心からご案内いいたします。 

★ 日時 平成 29年 8月 11日（土）午前 10時 00分から 約 30分 

★ 場所 三陸町越喜来 未音崎湾望台 

★ 主催 夢ネット大船渡 

 

◆ 駅からウォーク 8 月 12 日と変更 

 ふれあいウォークによる 8月の駅からウォーキングは、8月

12日（土）に綾里駅から、ハスの花を見て、明治津波記念碑、

恋し浜トンネルを通り、恋し浜駅まえの約 6㌔の距離のウォー

キングです。 

 年間計画では 8月 19日を予定していましたが、ハスの花の

咲く期日へ変更することにし、1週間早めて 8月 12日に行う

ことにしました。間違いのないようお願いします。 

 7月 22日に越喜来芸術祭から綾里周りで帰りましたが、そ

の途中にハスの花の状況を見ましたところ、つぼみが数本出て

いました。 

 ★ 日時 平成 29年 8月 12日（土）午前 8時 30分 三鉄盛駅集合 参加費 450円 

       盛駅発９：１３ ⇒ 綾里駅着９：２５ 

     綾里駅 ⇒ ハスの花見物 ⇒ 明治津波伝承碑 ⇒ 恋し浜トンネル ⇒ 

     恋し浜駅着   恋し浜駅発１１：３４ ⇒ 盛駅着１１：５０ 

    

◆ マジック披露 

8月 3日（木）１０：００～ 高田町 栃ヶ沢アパート 

8月 4日（金）１３：３０～ 横田町 横田小学校仮設住宅 

8月 16日（水）１３：３０～ 小友町 西下団地 

◆地球温暖化防止活動 

ＢＤＦ勉強会 8月 8日（火）１３：００～ 大船渡町 大船渡魚市場３Ｆ 

エコクッキング 8月 12日（土）１０：００～ 大船渡町 永井沢公民館（マジック披露も） 

◆ 夏祭り 8月 19日（土） 開場１２時から 

 気仙広域連携スポーツ特区推進準備協議会主催の「夏まつり」は、

陸前高田市米崎町の再生の里ヤルキタウンで、8月 19日（土）に

開催します。※写真は春まつりの際の写真 

 陸前高田市のたかたのゆめちゃん、大船渡市のおおふなトン、住

田町のすみっこ、が揃います。加えて秋田県大館市のはちくんもお

出でになります。 

 あきた湯沢の七夕絵灯篭や太鼓演奏、さらには盆踊りを含めて楽

しい内容です。多くの皆様のご来場を心からご案内いたします。 

 

 


