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 三陸町 甫嶺へ スイセン球根 1万５千個 

～ １０月１４日 ボランティア５０名参加 ～ 

 １０月１４日（土）午前９時３０分、甫

嶺駅前に集合し開会式。最初に主

催者ＮＰＯ法人夢ネット大船渡の理

事長岩城恭治から、参加して頂いた

お礼を申し上げた後、東京の支援

者草野久仁子さんから贈られた「ス

イセン球根」（小箱 2 ヶ）を、三鉄盛

駅ホームのプランターへ植えて頂

きたいと、三鉄の新田様へ渡され

た。 

 地元甫嶺地域を代表して甫嶺まちづくり委員会の及川委員長、積水ハウス大船渡営業所の福西さん

から挨拶を頂きました。 

 作業内容の説明を行い、早速植える場所へ移動しました。 

 スイセン球根を植える場所は、先に耕運機で耕したところも

大変でしたが、耕すことの出来ない原野（石が多く耕運機では

耕せないため）は、カナデコやトンガで掘って球根を植えました。

途中休憩を挟んで正午まで約 2 時間の作業でした。 

 植えた球根は約 1万５千個のようです。追加の球根もあり約２

万個集まりました。残った球根は欲しい方にお上げしました。残

る一部は後日夢ネット大船渡が植えます。 

 昼食交流会には、主催者が準備しましたお握りと肉汁を、いっ

ぱい食べて頂きました。食べ終わったところで交流となり、最初

に主催者の岩城から今日植

えた場所を中心に「ほれい

花公園」（仮称）を夢見て、今

後も皆さんの協力をお願い

しますと、続いて今年度「被

災地再生事業」へ助成して

います積水ハウスの水口さ

ん、大船渡市観光物産協会

の熊谷さん、三陸鉄道の内

館さん、泊地区の佐川さん、

ＮＴＴＯＢの及川さんから、本

日参加しての感想や三鉄沿線のことについて話されました。 

 この昼食交流によって本日どのような方々がボランティアに

参加したか、お互いに知ることが出来て大変よかったと思いまし

た。最後に記念写真を写して散会しました。 

 皆様本当にご苦労様でした。 

 このスイセン球根植えについては、夢ネット大船渡のブログへアップしています。アドレスは次のとお

りです。 http://npoyumeneto.blogspot.jp/ 
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スポーツによる復興 
三陸気仙から世界へ！ 

～ 講演会ご案内 ～ 

11 月 22 日(水) 入場無料 

午後 1 時 30 分 

陸前高田市コミュニティホール 

★基調講演 
元環境庁長官 

溝畑 宏 氏 

★パネルディスカッション 
 元環境庁長官   溝畑 宏氏 

沿岸広域振興局長 小向正悟氏 

県立大宮古短大教授岩田 智氏 

陸前高田市体協会長金野廣悦氏 

ﾔﾙｷﾀｳﾝ理事長  熊谷耕太郎氏 

司会 岡田康義氏（情報学博士） 



  

岩手県共同募金会の助成を受けて 被災者の支え合活動 

３災害公営住宅と甫嶺駅前で開催 

 大船渡市 みどり町アパートで開催 

 １０月２６日（木）に盛町のみどり町アパート（県営災害公営住宅）で

開催しました。このアパートは３棟の１５０世帯で入居から１年が経過し

ています。 

 大船渡市一番の大災害公営住宅ですので、「参加者定員３０人（食

事の準備数）を超すと困るなぁ」とうれしい心配をしていましたが、

ディーサービスに

行く人等があり当

日の参加者が少な

く、せっかくの美味

しい「沖縄ソバや歌の披露」へ、もっと多くの人たちに

来て頂きたかっと残念でした。 

 午前１０時３０分から AMC 大船渡から２人によるマジ

ック披露、不思議な世界へ案内されたように１時間マ

ジックを楽しんで頂きました。その後「沖縄ソバ」が振

る舞われ、美味しい味にお腹も満足しました。 

 最後には楽しみの新沼アキさんの沖縄の歌が披露され、参加者の皆さんに喜んで頂きました。 

 陸前高田市 水上団地で開催 

 １０月２８日（土）陸前高田市気仙町の水上団地（災害公営住

宅）で開催しました。当日は天気もよく入居者だけでなく近所

の皆さんも、車いすを押しながらの方にも参加して頂きました。 

 マジックの会から３名が出演し、皿まわし・風船・復活するチラ

シなど「あっと驚く楽しい」マジックが披露されました。そして

振る舞われた

「沖縄ソバ」を珍

しい・美味しいと

話し合いながら

食べて頂きました。 

 最後に新沼アキさんの沖縄の歌です。最初に沖縄弁の

挨拶に「外国語？」か、しかし歌は素晴らしく、「涙そうそ

う」・「美ら椿」・「かなしくてやりきれない」・「オレンジの

歌」・「童神」等を歌い、割れるばかりの拍手が起こりまし

た。 

  三陸町甫嶺駅前 コスモス花見バスツアー 三光バスで行く 

 １０月１１日（水）、昨夜から小雨でしたが出発頃から雨が止み、

三光バスが地の森仮設・下館下㌀・みどり町㌀・盛駅東口・関谷

㌀を回って、参加者２６名を乗せ三陸道の駅でトイレ休憩、甫

嶺駅前に１１時少し前到着し、ホームへ上ってコスモスの花を眺

めて頂きました。 

 予定の場所は濡れているので甫嶺駅前広場にシートを敷き、

持参のテーブル置き、臨時の宴会場を作り、岩城理事長のマ

ジック披露、沖縄ソバ、そして歌の披露を行いました。 

 開催中雨は止んでいましたが、少し寒い日で必ずしも心から楽しむことは難しかったと思います。参

加者から沖縄ソバも歌もよかったと喜んで頂きました。 

※大船渡町 上平アパート ９月１６日に実施 復興ニュース前月号１０月１日付に記載 



手芸講習開催 １，０００回目 盛町 みどり町アパート 

夢ネット大船渡が開催して参りました手芸講習が、１０月１２

日のみどり町アパート（災害公営住宅）で１，０００回となりま

した。 

 この手芸講習開催には、ジャパン・プラットフォーム（JPF）、

中央共同募金会、復興庁、大船渡市、岩手県共同募金会等

の助成金。さらに全国から支援物資（手芸材料）を贈って頂

きました方々に心からお礼を申し上げます。 

 手芸講習に参加しました延べ８，０００人の方々から、「手芸

講習を楽しみして、震災の辛さを忘れさせ明日への希望と

なって暮らすことが出来ました」と多くの感謝の言葉を頂き

ました。支援いただきました皆様に重ねて感謝いたします。 

 １０月中に開催しました手芸講習へ参加された方々へ、「あでやか切り絵」の台紙（２枚）をプレゼント

しました。ぜひ完成させ手芸品と同じく、玄関や茶の間へ飾って頂きますようお願いします。 

 手芸講習１，０００回開催について、岩手日報や東海新報の記事、さらに１０月３０日午後８時４８分から３

分間、FMラジオ局の「J-WAVE」に電話生出演（岩城理事長）しました。 

 

 遠野の石上の園（精製）、江刺の(有)ピース（利用） BDFエコツアー 視察 

 使用済みてんぷら油を精製し、再び燃料として自動車や農業機械へ利用する BDFの視察へ、１０月１３

日に２０名で標記場所を視察して来ました。 

 夢ネット大船渡は、環境パートナーシップいわて（盛岡市）が気仙

地内で行う活動を支援しています。エコクッキングを各地で開催し、

使用済みてんぷら油の回収への理解普及、環境フォーラム開催のお

世話、そして今度のエコツアーの

参加者募集などを行っています。 

 遠野の石上の園では、回収した

てんぷら油を精製し販売していま

した。ここから買って江刺の(有)

ピースでは農業機械を動かしていました。捨てれば環境破壊に、回収

し精製すれば資源として利用できることを学んで来ました。        

右の写真：(有)ピースのリフトへ BDFを給油 

 

駅からウォーク １０月は甫嶺駅から今出金山跡へ  

 １０月２１日に実施しました。この日

は大船渡市の産業まつりなど色々

のイベント開催があるため、参加者

が心配されましたが、初参加２名を

加えて９名の参加者でした。 

 昭和３１年に閉山した今出山金山、

社宅などの跡地は石垣が積まれ、

当時を物語る地形となっています

が、閉山後植えた杉が太く大きくなっていました。坑道跡も 7 坑ほど残

っているそうですが、本日は精錬所跡や映画館跡地までした。 

 沿路には下記のような見物できる一杯の宝がありました。 

 

 

 

 

 

遠野市の石上の園 

駅からウォーク 
11 月 18 日 時間・場所 

午前１０時半盛駅集合 

★盛駅発１０:５５⇒ 

  吉浜駅着 11：28 

見学コース 

①水上助三郎翁像、②根白

漁港、③真称寺など 

 真称寺から説明があり 

★吉浜駅発 14：52⇒ 

盛駅着 15：25 

★参加費 ７５０円 

昼食持参 

希望者は当日盛駅へ 

 

 見事な材木       黒巣大明神の門     馬頭観音等の石碑      気仙小枝柿 

精錬所跡で記念写真 



ソバの収穫祭 甫嶺まちづくり委員会 

 甫嶺まちづくり委員会の及川哲委員長から、「ソバ収穫祭を

開催する」と招待を受けた岩城理事長は、10 月 29 日（日）午前、

台風 22号による雨降りの中を会場の甫嶺地域防災コミュニテ

ィセンターへ行きました。 

 到着したのは午前 11 時、すでに約 50名の方々が集まって、

ソバ打ちの最中でした。あまり見たことが無かったので「粉の

こね方、のばす、切る」、それぞれに合った道具などがあり、感

心して見学しました。 

 最後にはキビ団子、ソバをご馳走になりました。どこの食堂よ

りも美味しいソバを頂きました。 

 挨拶を求められましたので、収穫祭のお祝いと夢ネット大船渡

が行っています甫嶺駅海側への菜の花やコスモスの種まき、スイ

セン球根植え作業へのご協力のお礼を申しげました。 

 お礼も兼ねまして持参しました小マジックを披露しました。 

 

１０月も各地でマジック披露 AMC大船渡 

  今泉災害公営住宅 10 月 18 日 
 10月 18日午後、陸前高田市気仙町の今泉団地へ、現

在今泉地域は嵩上げと住宅地づくりの大工事中でした。

その中に今泉災害公営住

宅が建てられ、すでに入居

しています。陸前高田市復

興支援連絡会のお茶会で

のマジック披露です。 

 マジック披露後の参加者

との懇談に笑いなど花が咲きました。 

広田水産高校仮設 マジック披露後 懇談会でまちづくりの話し 
 10月 30日午前、陸前高田市広田町の広田水産高校仮設住宅の集会所でのマジック披露でした。 

 

 

 

 

 

 

 

最初に住田町の菊池さんから皿まわし、ハンカチから人形、ハンカチ結び、新聞紙に水など、高田町

の畠山さんからペンの色、風船を飲み込む、コップに水など、大船渡町の岩城から AMC 大船渡神社おみ

くじ、チラシの再生、トランプ当てなど、約 1 時間少々の時間を楽しんで頂きました。 

今回も陸前高田市復興支援連絡会からの求めによる参加で、マジックを終わってから懇談会です。 

一人の参加者から、震災で主人を亡くしたので、東京にいる息子が帰って漁業をしたいとの話があ

ったが、船も道具も全部失ったし、漁業を教える父も亡くし指導してくれる人もない。でも息子は帰って

来たが、漁業ではなく他の仕事をしている。 

なぜ震災直後の息子の申し出を素直に受けて、漁業をやら

せなかったか今でも悔やまれるとの話でした。 

そして子供のころから漁業を手伝わせ少しでも覚えていれ

ば、こんな時に役立つのだった。息子の子ども頃は手伝いもさ

せなかったと反省し、これからは小中高校生時代に漁業を体験

させることや、ホームシティに来た子どもたちへ漁業を体験さ

せることも必要であるなど、貴重な意見を聞くことが出来まし

た。 写真左：マジック終わって「広田町の復興」へ話が弾む 

今泉災害公営住宅 

マジック披露後の懇談 

ホールでソバをご馳走になる 


