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 三陸町越喜来の未音崎湾望台 

     市民が集う場所へ 未音崎地蔵尊を設置 
 

 東日本大震災月命日平成２９年８月１１日、三陸町越喜来の未

音崎湾望台へお地蔵様「未音崎地蔵尊」を設置を祈念し、震災犠

牲者 7 回忌法要を行いました。 

 お地蔵様は、一昨年大阪の一般社団法人元気人間製造研究所

（森重子理事長）が持参し、三陸鉄道盛駅待合室へ置いていまし

たが、盛駅を運営していました夢ネット大船渡が撤退したことに

より、新しい設置場所を探していましたところ、未音崎湾望台へ

の設置が了承されたことにより、6 月末に片山建設社長片山和一

良様のボランティアにて設置して頂きました。 
 当日は越喜来地区の方々約 30 名のご参列の

もと、浄土真宗大谷派僧侶橋本勝雄氏の読経に

より法要を行い、参列者がお線香をあげてお地

蔵様の開眼式と 7回忌が無事終了しました。 

 この模様は当日の昼のＮＨＫテレビや翌日には

岩手日報、東海新報が伝えてくれました。 

 この場所は、津波の犠牲者となった当時北里

大学 2 年生の瀬尾佳苗さんら越喜来地区犠牲者

97名のお祈りの場として「友心」碑もあり、これか

ら同地域の憩いの場所として多くの人たちが集

う場所になることだろうと期待しています。 

 主催した夢ネット大船渡としても、お地蔵様の安住場所が、越喜来湾を展望できる素晴らしい場所で

あり、地元の方々のやすらぎの場所になるところに設置できたことを関係者に感謝申しげます。 

 お地蔵様を贈った元気人間製造研究所理事長森重子さんが 30年 3月 11日に訪問すると約束してく

れました。この日も何らかの行事を考えたいと思っています。 

 

手芸講習 9月から下館下アパート（災害公営住宅）でも開催 
   大船渡市からの委託事業として行っています 

大船渡市内はこれまで災害公営住宅の自治会発足遅

れもあり、月 15 ヵ所開催予定が 14 ヵ所となって、もう 1 ヵ所

の開催場所を探しておりました。 

 この度下館下アパート自治会準備会の了解を得て、9 月

13 日午後に第１回目を開催することになりました。 

 現在の開催場所は、末崎町の①居場所ハウス、大船渡町

の②上平アパート・③川原アパート・④赤沢アパート・盛町の

⑤宇津野沢アパート・⑥みどり町アパート・⑦下館下アパー

ト、猪川町の⑧長洞仮設・⑨長谷堂東アパート、立根町の⑩

下欠東アパート・⑪関谷アパート、赤崎町の⑫後の入仮設・⑬蛸の浦アパート、三陸町の⑭綾姫ホール・

⑮所通アパートです。陸前高田市内は岩手県共同募金会の助成を受けて、小友町の西下団地、栃ヶ沢

仮設、滝の里仮設、水上団地、住田町の中上仮設の毎月 5 ヵ所で開催しています。 
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大船渡市内の手芸指導者の準備会 

どなたからも好かれるお地蔵様 

8月 11日の法要 



三陸鉄道沿線花いっぱい事業 

  スイセン球根 目標の 1万個集まる 

 7月 1日から 8月 12日までの間、市民の皆様にスイセン球

根のご寄付をお願いしましたところ、目標の約 1 万個が集ま

りました。 

 来春の花の時期が今から楽しみになります。心わくわくで

スイセン球根植を企画いたしました。 

 

 スイセンを植える場所は、三陸町越喜来

字甫嶺、甫嶺駅の海側の土地へ植えます。 

 また、6 月末に種を蒔きましたコスモスも

10月には花が咲くと思います。約 20アール

に蒔きました。 

 また、甫嶺地区まちづくり委員会の皆様

がソバを蒔いております。そのそばの花も

見ごろではないかと思っています。 

 岩手県共同募金会からの助成により、災

害公営住宅入居者にご案内し、10 月 11 日（水）に三光バスを借り、4 公営住宅等へ呼びかけ、甫嶺駅で

コスモスの花見会を企画しております（次ページ参照）。 

 

 再生の里ヤルキタウンを会場に夏祭り開催 
主催 三陸気仙連携スポーツ特区推進準備協議会 

 8 月 19 日（土）陸前高田市米崎町の再生の里ヤルキタウ

ンを会場に夏祭りを行いました。 

 今回の特徴は「ゆるキャラ」が、陸前高田市のゆめちゃん、

大船渡市のおおふなトン、住田町のすみっこ、それに大館市

のはちくんの４キャラクターが揃ったことです。 

 来場された米崎保育園児とスイカ割りなど楽しい触れ合

いに、親御さん達（おじいちゃんおばあちゃんも含めて）も

楽しんでいました。 

 また、スポーツ特区推進準備協議会主催ですので、目的

に沿ったゲームとして、住田町が推奨する「クップ」も行う

ことが出来ました。 

 今回も大館市のボランティアの皆さんのご協力があり、あきた湯沢巨大「七夕絵灯ろう」の展示やキ

リタンポの振る舞い、さらに各種露店の販売もありました。 

 また歌手：菊池秀樹さんとカラオケ愛好者の歌自慢もあり楽しい夏ま

つりとなりました。 

 夢ネット大船渡からは「切り絵無料体験コーナー」を開設し、多くの方

に体験していただきました。 

 この頃の天候不順により第 1部盆踊

りの頃に小雨が降り出し、心配されま

したが何とか持ち直し、午後 8 時過ぎ

まで会場は夏祭りを楽しむ方々で賑わいました。 

 ２０日会議を開き、スポーツ特区指定推進へ盛り上げを図るために、

今年１１月に大船渡市で講演会を開くことにしました。 

講師との日程を調整し開催期日を決定し周知を行います。 

三鉄盛駅へ持参頂いた球根 

スイセン球根植え 

～ボランティア募集～ 
◆日時 平成 29 年 10 月 14 日（土） 

午前 9 時 30 分集合 
１４日雨の際は翌日１５日同時間 

◆場所 三陸町越喜来甫嶺                     

三鉄甫嶺駅前 

 終了後にコスモスの花見会を同場所で行いま

す。お握りと汁物を準備します（無料）。 

 引き続きご参加をお願いします。 



岩手県共同募金会から助成により 

災害公営住宅でのイベント開催 

被災者を元気づけたい、少しでも表に出て頂きたいとの願いで、9月から 10月に下記のイベントを開

催いたします。いずれも無料で大歓迎しています。 

 

◆ 公営住宅 3か所で「沖縄の料理と歌で楽しむ交流会」 

 イベントの前半はマジック同好会の皆さんが「あっと驚く」手品

を披露します。昼食には「キッチンカーゆいま～る」による沖縄そ

ぼの振る舞い、その後は沖縄の踊りと歌をお楽しみください。 

★ 大船渡町 上平アパート集会所 

9 月 16 日（土）午前 10 時 30 分～午後 1時 30 分 

★ 盛町 みどり町アパート集会所 

10 月 26 日（木）午前 10 時 30 分～午後 1時 30 分 

★ 気仙町 水上団地集会所 

10 月 28 日（土）午前 10 時 30 分～午後 1時 30 分 

 

◆ コスモス花見会 45 名様招待 

 三陸町越喜来の甫嶺駅の海側へコスモスの種を約 20 ㌃に蒔きました。順調に成長し 10 月ころには

見事な花が咲くだろうと期待しています。その隣には甫嶺まちづく

り委員会の皆様がソバを栽培しています。コスモスとソバの花、そ

の花を三鉄甫嶺駅ホーム（高台）から、遠くに太平洋を眺めながら

見物出来ることは、月命日でもあり大変よい体験であると思いま

す。下記の公営住宅へ案内していますのでお誘い合って申し込み

下さい。 

 バス＝三光バス（定員 55 名、内固定席 45 名）を下記コースで回

ります。時間は出発時間、（ ）内の数字はおよその募集人数です。 

 ９：３０地の森仮設（5 名）⇒９：４０下館下アパート（5 名）⇒みどり町アパート（20 名）⇒１０：１０盛駅東口

（他の公営住宅や一般の方 5 名）⇒１０：２０関谷アパート（10 名） ⇒ 三陸道の駅（トイレ休憩） ⇒ 

１１：３０甫嶺駅前到着 １１：４０～１３：00（約 80 分間） １３：10 甫嶺駅前出発 往路と逆コースで帰ります。 

 コスモス花見会では「キッチンカーゆいま～る」による沖縄そぼを振舞います。 

 ★ 申し込み先  9 月 11 日（月） 9 時 00 分から受付を始めます 先着順です 

夢ネット大船渡へ ４７－３２７１ 

 なお、10月 14日（土）午前 9時 30分からのスイセン球根植え、終了後のコスモス花見会とは上記「コ

スモス花見会」は別ですのお間違いの無いようお願いします。 

 

けせん環境フォーラム 2017 

    9 月 17日（土）１３：３０～  

  大船渡魚市場３F多目的ホール 
  

この頃は雨が降れば時間当たり 50 ミリ以上の大雨となり河川の

氾濫、台風が起これば超大型台風と言われ、全国に災害が発生し

ます。これらは地球温暖化が原因であることは誰もが認めるとこ

ろです。 

 では何がその原因かと言えば人類の産業から私生活に至るま

で、だれもが原因者となっているのではないでしょうか。 

 今回の環境フォーラムの特別講演に「森川海と人調査から見え

てきたこと」や基調講演の「森川海のつながりと豊かなくらし・・・・」、

事例発表に生き物と共存する里づくり」、「生活環境について」等、

必ずや私たちの生活に役立つヒントがあると思います。 

 ぜひ多くの皆様のご来場をご案内いたします。日時場所は表記見出しのとおりです。 

平成２９年４月末の菜の花 



 マジック各地で披露 

   陸前高田市復興支援協議会とのコラボで開催 
 8 月 3 日（木）午前に栃ヶ沢アパート（災害公営住宅）、4 日（金）午後に横田小学校仮設、16 日（木）午

後に西下団地（災害公営住宅）の 3 か所で開催しました。 

★ 栃ヶ沢アパート 

８月３日午前、陸前高田市高田町の栃ヶ沢アパート（紺野

和人自治会長２７０世帯入居）で、マジック講習を行いまし

た。平成２６年の猪川小学校学童保育所で披露し今回が５０

回目となっていました。 

 当日は集会所に約２０名の方々に集まって頂き、菊池と

岩城の２名が参加者にビックリと笑いを提供するために熱

演をしました。このアパートは紺野自治会長さんが色々お

世話して頂いていることが知ることが出来ました。本当に

ご苦労様です今後もよろしくお願いします。 

★横田小学校仮設 

８月４日午後、陸前高田市横田町の旧横田小学校仮設（山

口蔦吉会長）で、畠山・菊池・岩城の３人で披露しました。 

 この仮設には夢ネット大船渡が今年３月まで手芸講習を

行っていた仮設でもありました。 

 マジック終了後山口会長も参加し山口さんの若時の話も

飛び出し、お茶っこ会

は盛り上がりました。

あと２年間もここで

暮らさなければならない方もありました。 

★西下団地 

お盆中の１６日に行いました。お盆により来客中で出席出来

ない方もあったそうです。 

 この災害公営住宅には現在も夢ネット大船渡が手芸講習

を開いておりますので、手芸講習へ参加している方も来てい

ただきました。 

畠山さんと岩城から、マジックを披露し、お盆のひと時を楽しんで頂きました。 

 

駅からウォーク 「ふれあいウォーキングの会」と改名しました 

 当日は小雨で危ぶまれましたが、三鉄盛駅に常連の方々が

１３人（小学生１名含む）が集まり実行を決断しました。 

９時１３分発の列車で綾里駅へ、準備体操後出発して約１０分

後、ハスの花耕作地へ気仙地

域に他にもハスがあるようで

すが、三陸町ではここだけと

なってしまいました。 

 そこから５００㍍ほどに明治

大津波記念碑があり、その近

くにある電柱に３８，２㍍と津波波高が表示してありました。 

 整備前は４，９４㌔あった道路を改良し２，３２㌔と短縮し、内恋し浜トン

ネル８５０㍍となった距離を、雨降りの中を「こんな天気の中を歩く人はないだろうね」と語り合いなが

ら全員が完歩しました。 

 恋し浜駅では、会則や会名・役員の補充等を相談しました。 

 ９月は２３日（土）８時３０分三鉄盛駅集合し、９時１３分発で三陸駅へ、未音崎地蔵尊や三陸大王杉を回

ります。参加費は６００円（往復乗車券代等）、初めての参加希望者はご連絡ください。 

連絡先 夢ネット大船渡 ４７－３２７１ 

マジック熱演中の菊池さん 

マジック熱演中の岩城 

マジック熱演中の畠山さん 

恋し浜駅での記念写真 

恋し浜トンネル 


