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TEL/FAX：0198-22-4748

E-mail：info@yuicco.com

http：//hanamaki.yuicco.com

ゆいっこ花巻新聞
〒025-0073　花巻市一日市４-21

10月の予定

山田同郷人会　台温泉・ホテル三右エ門

運営会議13：30～

―― 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ご近

所の方やお友達をぜひお誘いください。 

 盛岡復興支援センターさんや人権擁護委員会さんか

らいただくお土産付きです。 
 
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。 

―― 新米あります ―― 
 
東和町毒沢産のひとめぼれです。 

 玄米30キロ：6100円 

 白米28キロ：7100円 

配達料  

 石鳥谷町・東和町・大迫町500円 

 上記以外の旧花巻市内400円 
 
※）農家からの購入価格が上がった

ので、値上げします。ごめんなさい。 
 
※）古米（平成26年産）少しあります。 

 玄米30キロ：5500円 

―― もち米あります ―― 
 
ひめのもち 1キロ 500円 
 
※）注文をいただいた分だけ入荷し

ます。事務所に電話してからおいで

ください。 

花巻市への避難者数 
 

釜石市59帯107人、大槌町84世帯

177人、陸前高田市15世帯22人、山

田町18世帯36人、大船渡市17世帯

35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236世帯458人  

(平成27年9月30日時点) 
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1 日 お琴と歌手古川精一さんとのコラボレーション

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月 となりの畑

10 火

11 水

12 木 企画会議13：30～ 

13 金 お茶っこ会（妙圓寺）9：00～　送迎いたします

14 土

15 日

16 月 となりの畑 

17 火 大槌同郷人会　大沢温泉

18 水 　

19 木

20 金

21 土

22 日 　

23 月 となりの畑

24 火

25 水

26 木 運営委員会13：30～ 

27 金

28 土

29 日

30 月 となりの畑

スローフードフェスタ10：00～
　花巻厚生病院跡地・南側駐車場
　ゆいっこ花巻・結海・浜ちゃんが出店します

秋の温泉交流会(兼ママ・グランマお茶会)

浜ちゃん移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

山田同郷人会　藤三旅館
気仙沼会　ホテル三右エ門
新聞発行日

結海イベント
（芋の子汁定食300円・30食限定）

11月の予定

秋の温泉交流会準備（兼気がかり会議）
　買物13：30　作業14：30

浜ちゃん移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

気仙同郷人会　健考館
となりの畑

   ―― お琴と歌手古川精一さんとの  

コラボレーション ―― 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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と、盛りだくさん

の演奏会です。芸術の秋をお楽しみ 

  ください。 

―― クリスマス・望年会（予告） ―― 
 

 『鍋食べて 話っこすっぺし』を予定

しています。みんなでお鍋を食べて語

り合いましょう。 

 日時・場所等詳しく 

は、ゆいっこ新聞 

 来月号で！ 

―― カラオケは大盛況 ―― 
 

 １０月８日、グリーンホーム落合でお

茶っこ会を開きました。「お茶っこ会で

カラオケを♪」と募集したところ、７名の

参加者がありました。 

 お茶とお菓子をいただきながら、皆さ

ん、次々歌いました。どなたも上手で、

プロかと思う歌唱力です（聞き惚れて、

写真を撮るのをすっかり忘れた担当・

佐藤でした）。 

 思いきり歌い、温泉にも入り、500円

の健康定食を平らげ、皆さん、満足し

て帰途に着いたのでした。 

 11月は妙圓寺にて、通常どおりのお

茶っこ会です。こちらにもぜひおいで 

  ください。 
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１日（日） 第10回花巻市民芸術祭「新舞踊発表会」
大

ホール
10:30～15:00 1000円

６日（金）
平成27年度　花巻市中学校文化連盟
　　　　　　総合文化祭

大
ホール

未定 入場無料

６日（金）
～

９日（月）

平成27年度　花巻市中学校文化連盟
　　　　　　総合文化祭（展示部門）

展示
ホール

未定 入場無料

7日（土） 第5回花巻市社会福祉大会 
大

ホール
未定 入場無料

８日（日） 第10回花巻市民芸術祭　♪「Beat on 2015」
大

ホール
14:00～19:00 500円

14日（土）
第10回花巻市民芸術祭
　民謡と舞踊のまつり」12:00～16:00

大
ホール

12:00～16:00 1000円

14日（土） ♪菊池美保子ピアノ教室「発表会」
中

ホール
15:00～16:30 入場無料

14日（土）
15日（日）

日立家電品展示販売会
展示

ホール
10：00～17：00 入場無料

15日（日） 第10回花巻市民芸術祭「三曲演奏会」
大

ホール
13:30～16:00 入場無料

15日（日） 第40回若葉町文化祭演芸会
中

ホール
13:00～16:00 入場無料

16日（月） 稗貫地区児童生徒音楽会
中

ホール
入場無料

21日（土） ♪斉藤・根子ピアノ教室「発表会」
中

ホール
18:30～20:30 入場無料

22日（日） 花巻市青少年郷土芸能フェスティバル2015
大・展示
ホール 12:00～15:30 入場無料

23日（月） 第14回花巻市歯科保健大会
中

ホール
10:30～13:30 入場無料

28日（土） 富士大学開学50周年記念式典・講演会
大

ホール
入場無料

27日（金）
～

29日（日）
第38回岩手中央写真連盟写真作品展

展示
ホール

9:30～18:00
（29日のみ
17:00まで）

入場無料

29日（日）
吉例「ぎんどろ寄席」
　『桂ざこば、柳家権太楼、立川談笑ほか』

大
ホール

14:00～

大人
3000円

小中高生
1500円

29日（日） ♪田中ピアノ教室「発表会」
中

ホール
入場無料

文化会館の11月のイベント
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１日（日）
花巻ダンス同好会
　※）お楽しみ抽選会・ドリンク・食事付き

18：30～

３日（火） ♪リズムヤンガー　プレ70周年コンサート

開場
14：00
開演
14：30

８日（日）
♪TIKITIKI VS TOMBLING TOUR
　※）オールスタンディング（座席はありません）

開場
15：00
開演
15：30

15日（日）
花巻市民社交ダンスクラブ
　※）軽食・飲物・抽選会あり

13：30～

23日（月）
～

25日（水）
家具・家電等　展示会 未定

29日（日） 第２７回岩手県ダンススポーツ大会 8：00～ 無料

1000円

無料

まなび学園祭

期間：10月24日(土)～26日(月)　　　時間：9：00～16：00　（26日(月)は11：00まで）

一般（1ドリンク込）
4000円（当日4500円）

高校生以下（1ドリンク込）
2000円（当日2500円）

1000円

1000円

なはんプラザ11月の催し

―― 記念講演 ～笑う門には福来る～ 

思いっきり笑うと元気になれます ―― 

 文化庁芸術祭優秀賞受賞など数々の受賞

のほか、日本テレビ「笑点」への出演など幅

広く活躍し、上方落語の次世代を担う正統派

として注目されている三代目 林家染二さん

を講師に迎え、講演会を開催します。 

―― お茶会 ―― 

日時：10月24日(土)、25日(日) 10：00～ 

場所：第１和室 

※なくなり次第終了  

―― 青空市 ―― 

日時：10月24日(土)、10月25日(日)9：00～ 

内容：野菜や加工食品などの販売 

※）商品がなくなり次第終了 

―― まなびコーナー ――  

日時：10月24日 (土)・25日 (日) 

    10：00～15：00 

『オリジナルカレンダー作り 

～パソコン教室～』  

場所：2階 パソコンルーム 

※）受講料・材料費無料、定員20名 

申込先：まなび学園（電話23-4234） 

―― なつかしの映画会 ―― 

日時：10月25日(日) 

   9：30～「ホーム・スイート・ホーム 」 

 13：30～「東京物語」 

会場：２階 AVルーム    

―― 展示 ―― 

日時：期間中常設 

内容：絵画、書、墨絵、パッチワーク、押し花、 

    陶芸、籐手芸、写真、絵手紙など 

まなび学園からのお知らせ 
 

 停電を伴う電気設備更新のため、 

11月21日(土)～11月23日(月)、 

休館します。 

 施設のご利用・予約等は 

 できません。 
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