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となりの畑
運営会議13：30～　　カフェ休み

山田同郷人会　台温泉・ホテル三右エ門

先月号の発行日が間違っていました。  

正しくは８月25日でした。   <(_ _)> 

―― 秋の温泉交流会 ―― 
 
 どなたでも参加できます。ゆいっこ会員でない方

をお誘いいただいてもかまいません。 

 参加目標人数は40名です。40名以上だと、志戸平温

泉までの送迎が無料になります。大勢の参加をお待ち

しています。 
 
日にち：11月６日(金） 

場所：志戸平温泉 

集合：ゆいっこ事務所  9：50 

    保健センター  10：00 

会費：1000円（昼食付き） 

持ち物：入浴用タオル、健康棒（以前、ハーモニー気功

会の体操教室でもらった方で、手元にお持ちなら） 
 
申込み先：ゆいっこ事務所 

       又は 気がかり世帯スタッフ 

申込み締切：10月30日 

（申込み後のキャンセルは11月２日まで。 

弁当が予約のため、その後のキャンセルは、弁当代

1080円をいただきます。） 
 
※）自宅から集合場所までの送迎をご希望の方は、 

 申し込みの際、お話しください。 

―― ヒマラヤ大震災基金への 

募金 ―― 
 
 事務所においた募金箱に5080円

入れていただきました。振込手数料

80円を除く5000円を「野口健 ヒマラ

ヤ大震災基金」へ送金しました。 

 ２度にわたり、合計9720円のご協

力をいただきました。ありがとうござ

いました。 
 

花巻市への避難者数 

 

釜石市 60世帯 109人、大槌町 83世

帯 177人、山田町 18世帯 36人、大

船渡市 18世帯 38人、陸前高田市 

16世帯 25人、宮古市 13世帯 23人、

宮城県 23世帯 43人、福島県 8世帯 

15人 

 

合計 238世帯466人 

 (平成27年8月31日時点) 

―― 赤い羽根ボラサポ募金 

助成決定 ―― 
 
 このほど、中央募金会よりゆいっこ

花巻に助成決定の連絡がありました。

２９０万円の助成金がいただけること

になりました。 

 災害ボランティアに対する全国の

方々からの意思がお金になったもの

です。大切に使わせていただきます。 
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1 木 となりの畑

2 金 ママ・グランマお茶会
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13 火
14 水
15 木 となりの畑
16 金
17 土 浜ちゃん移動販売日
18 日

19 月

20 火

21 水

22 木

23 金
24 土
25 日
26 月 となりの畑

27 火
28 水
29 木 となりの畑

30 金 交流会申込み締切
31 土 浜ちゃん移動販売日

大槌同郷人会　大沢温泉
新聞発行日

山田同郷人会　大沢温泉

気仙沼会　大沢温泉

10月の予定

気仙同郷人会　台温泉　かねがや旅館
となりの畑
ゆいっこカフェでがんづき販売

事務所・カフェ休み
となりの畑

運営会議　13：30～
となりの畑

となりの畑
ゆいっこカフェでがんづき販売

結海イベント
（サンマの昆布巻き定食、限定30食）

となりの畑
お茶っこ会（今回は木曜日）（カラオケ）
企画会議　13：30～

一日市朝市（アーケード撤去前最後です）
どでびっくり市（ゆいっこ花巻・結海出店）

  ―― ママ・グランマお茶会  

ヤギと触れ合おう！ ―― 
 
 10月２日のママ・グランマお茶会には、富

士子代表がヤギを連れていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ママ・グランマお茶会の会員でなくても、

子供がいなくても見学ＯＫ！ ヤギに興味

のある方、大歓迎です。 
 
ママ・グランマお茶会 

 日時 10月２日（金）10:00～12：00 

 場所 いずみ助産院 

    （花巻市大谷地836、電話41-6800）   

―― お茶っこ会でカラオケ ―― 
 

日時：10月８日（木） 9：00 事務所集合 

             13：00 帰着予定 

※）事務所まで送迎いたします。 
 
場所：グリーンホーム落合 

会費：500円（昼食代。施設利用料500円は、 

        市役所の補助です） 

持ち物：入浴するならタオル 

申込み締切：10月５日（月） 
 
申込み後にキャンセルの場合、弁当代500

円をいただきます（弁当が予約のため）。 
 
 カラオケで思い切り歌って、温泉に入り、

お昼ご飯を食べましょう。落合温泉で入浴

もＯＫ。マッサージ機も無料で使えます。 
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３日（土）
平成27年度岩手県高等学校
　文化連盟花巻支部
『第27回合同発表会』

大
ホール

入場無料

3日（土）
4日(日）

ガス機器展示会
展示
ホール

10:00～16:00 入場無料

10日（土）
11日（日）

秋のパナソニックフェア2015
中

ホール
10:00～16:30 入場無料

10日（土） 10:00～17:00

１1日（日） 10:00～14:00

15日（木）
～

17日（土）
学習発表会創立50周年記念式典

大
ホール

9:00～12:20
14:00～16:00

入場無料

18日(日）
第10回花巻市民芸術祭
♪「花巻市民合唱祭」

大
ホール

13:30～16:30 400円

22日（木）
～

25日（日）
さくらい呉服店　京呉服展示会

展示
ホール

10:00～19:00 入場無料

24日（土）
宇佐元恭一
♪デビュー33周年記念コンサート
「やっと逢えたね」

中
ホール

18:00～20:30
前売3500円
当日4000円

25日（日）
第10回花巻市民芸術祭
「藤扇流舞踊まつり」

大
ホール

10:30～ 1500円

25日（日）
第10回花巻市民芸術祭
「謡と仕舞の鑑賞」

中
ホール

13:00～15:30 入場無料

28日（水） 12:00～17:00

29日（木） 9:00～16:00

30日（金） 花巻市内小学校音楽発表会
大

ホール
未定 入場無料

16日（金）
～

18日（日）
パレットの会　展示会

24日（土）
25日（日）

ＭＯＡ美術館

28日（水）
～

30日（金）
京都シルク　展示販売

美術作品展示

管内小学生の絵の展示

着物展示販売

平成27年度岩手県高等学校
　文化連盟花巻支部
『第21回合同作品展』

展示
ホール

花巻市老人クラブ連合会クラブ大会
「作品展示会」

展示
ホール

入場無料

なはんプラザ10月の催し

文化会館の10月のイベント

まなび学園の催し

生涯学習のための施設です。さまざまな市民講座を開いています。
受講生は広報「はなまき」で募集します。

入場無料
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安心キットを冷蔵庫の上に！ 

 安心キットをご存知ですか。冷蔵庫の上に置いてありますか。 

 地区の民生委員から配られてお持ちの方も多いと思います。迅速で適正な救急搬送

を目的として、必要な情報をあらかじめ準備しておくものです。 

飲み物くらいの大きさのカプセルに、持病・連絡すべき親族名とその連絡先・服用してい

る薬・保険証の写し・かかりつけの医療機関名等を書いて入れます。そのカプセルを冷蔵

庫の上に置き、冷蔵庫にはマグネット式のシールを貼ります。救急隊員は、冷蔵庫を確認

することになっています。 

現在、安心キットは民生委員が配ることはなく、市役所・総合支所・振興センターで申請

すればもらえます。もらったけれど、ほったらかしのあなた！ ぜひ準備しましょう。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

自然葬 国見の里 

奥州市江刺区稲瀬払田２４番地 

０１９７-６５-０９２３ 

 

所在地は奥州市ですが、北上展勝地のすぐそばです。 

各区画に四季折々の林檎、楓をはじめとした自然木をシンボルツリーとして植樹

し、お骨を直接土中へ埋葬します。墓ではなく海や山などに遺灰を還すことにより、

自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法です。 

 

 

 

 

 

◇ 

 

 

料金 

 緑の芝生に囲まれた新区画：35㎝×35㎝ ＝25万円 

 おひとり様タイプ    ：50㎝×45㎝ ＝59万 8000円 

 おふたり様タイプ    ：50㎝×100㎝ ＝114万 8000円 

 ご家族様タイプ     ：60㎝×150㎝ ＝139万 8000円 

こんな方へ 

・自然派志向の方 

・質素なお墓が欲しい 

・家族に没後に面倒かけたくない 

・墓を継承する人がいない 

 

特徴 

・宗教宗派問わず埋葬可能 

・継承者の要らない永代供養墓 

・管理費などの費用は不要 

 
 



5 

 

マイナンバー制度とは 

 

 赤ちゃんからお年寄りまで、日本に住む人全員に個人番号（マイナンバー）を割

り振る「マイナンバー制度」が始まります。番号を知らせるカードが、10月から各

家庭に届きます。 

 2016年 1月からは、希望すれば顔写真つきの個人番号カードを持てます。これは

本人かどうか確かめる身分証明書に使えます。12桁の番号は、普通は一生変わりま

せん。 

 これまでは、同じ人の個人番号でも、役所が違うと別の番号でばらばらに管理し

ていましたが、生活を支える社会保障、国などに納める税金、災害の３分野で、個

人情報をマイナンバーでひとくくりにまとめます。 

社会保障では、年金や児童手当を受け取る手続きで、これまでに必要だった書類

は少なくなり、手間が省けます。 

個人情報が一つの番号に結び付き、違う役所の情報もコンピューターですぐに取

り出せるようになります。書類が減れば、役所の仕事の無駄がなくなります。 

 マイナンバーは 2018年に銀行などの預金口座にもつけられます。税金の額や、社

会保障の生活保護を受けられるかどうかは、収入などで決まります。収入を預金口

座に隠して税金を払わなかったり、社会保障のお金を不正に受け取ったりするのを

防ぎ、公平になります。 

ただ、インターネットを通じて大量の個人情報が洩れて悪用されたり、国が個人

情報を隅から隅まで調べ、国民を支配したりするという心配も広がっています。 

先進国といわれる国の多くは、マイナンバーのような個人番号制度を取り入れて

います。 

約 80年前の 1936年に制度が始まったアメリカでは、今では年金、医療といった

社会保障や税金の手続きのほか、選挙などで本人かどうか確かめる必要がある時に、

番号が使われます。 

会社も番号を利用します。クレジットカードを作る場合は、カード会社に番号を

伝えます。番号や個人情報が洩れたり盗まれたりすることも多く、本人になりすま

し、にせのカードが作られて買い物をされる被害が増えています。 

日本では、国が情報流出を見張る委員会をつくり、情報を洩らすと厳しく罰する

制度にしました。 

 

岩手日報９月 12日 「日報ジュニア」より 
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求人情報 

 

場所    岩手生協 花北センター（北上オセン近く） 

仕事    共同購入品の仕分け 

給与    時給９００円（交通費は出ません） 

勤務日   日曜日～木曜日（金・土曜日休み） 

勤務時間  １４：００～１８:００（残業あり） 

常用。雇用期間は無期限。 

年齢不問（ただし、１０キロ程度の荷物を運ぶことがあります） 

※）有給休暇あり 

問合せ先 山内（センター長）０１９７-７２-７６４５ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

予告 「お琴と歌手古川精一さんとのコラボレーション」 

 

 昨年末、ゆいっこ花巻の望年会で歌ってくださった古川精一さんをお招きしての

演奏会です。お琴によるポピュラーな曲と、フルート独奏、古川さんのバリトンを

お楽しみください。 

 

日時 11月 1日（日） １３:００～１５:３０ 

場所 ホテルグランシェール花巻 

入場料 無料 

 

古川さんの曲目 

１、ヘンデル作曲 オペラ「セルセ」より『オンブラ・マイ・フ』 

２、カッチーニ作曲『アヴェ・マリア』 

３、ナポリ民謡『サンタ・ルチア』 

４、ナポリ民謡『帰れソレントへ』 

５、モーツァルト作曲 オペラ「フィガロの結婚」より『もう飛ぶまいぞこの蝶々』 

６、ヴェルディ作曲 オペラ「椿姫」より『プロヴァンスの海と陸』 


