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11月の予定

―― 秋の温泉交流会 ―― 

  

 11月６日、秋の交流会を開きました。一人

世帯、日中独居者、子育て世帯、そして今回

は（ゆいっこ会員でない方も含め）どなたでも

どうぞと呼びかけたところ、58名が参加。４カ

月の赤ちゃんから、最高齢90歳までが参加し

てくれました。 

 会場は志戸平温泉。大広間から山の紅葉

も見ごろでした。札幌ハーモニー気功会さん

の健康棒体操で体もほぐれ、いざ温泉へ。館

内は広くて迷子になりそう。でも、「そっちで

ねーよ！」「一緒に行くべ」と助け合いもにぎ

やかでした。 

 昼食後はお楽しみ会。ママお茶会の乳幼

児５名が紹介され、かわいい孫（ひ孫？）を

見るように「あや～、めんこい」と会場の声。 

 人権擁護委員の高橋則子さんの花巻弁の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大型紙芝居、スタッフの植原裕介さんは、マド

ロスの白い衣装で颯爽と踊りました。恒例と

なった坂本寛さんの相撲甚句は今日も胸に

沁みました。ゲームや手遊びで「新しい知り

合いもできた」「望年会が楽しみ」という参加

者の感想も出ました。 

 大桐代表が復興支援の動向やゆいっこの

展望などを含めてあいさつし、交流の場の大

切さを再確認しました。 

 人権擁護委員、ハーモニー気功会、盛岡復

興支援センター、社会福祉協議会ほか皆さん

からお土産やご協力をいただきました。 

ありがとうございました。 

白菜差し上げます 

 被災者に差し上げてくださいと、巨大

な白菜を10玉いただきました 

（無農薬）。事務所に 

取りに来られる方、どうぞ。 
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1 火 気がかり会議10:00～
2 水
3 木
4 金

5 土

6 日 福祉バザー　花巻文化会館

7 月

8 火

9 水
10 木 企画会議13：30～

11 金

12 土
13 日
14 月 ママ・グランマお茶会

15 火 望年会　妙圓寺11:00～
16 水
17 木
18 金

19 土

20 日
21 月

22 火

23 水
24 木 運営委員会13：30～
25 金
26 土 事務所・カフェ休み（～1/3)
27 日
28 月
29 火
30 水
31 木

結海イベント
　（温麺と魚料理、限定30食）
お茶っこ会「結海イベントへ行こう！」
　妙圓寺9:00（送迎あり）

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　大沢温泉
新聞発行日

うたごえの集い　結海14：00～16：00

12月の予定

気仙沼会　台温泉・ホテル三右エ門

浜ちゃん移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

第一回花巻国際平和音楽祭18：30～
望年会申込み締切

―― 第一回 花巻国際平和音楽祭 ―― 
 
日時：12月８日（火） 18：00開場、18：30開演 

              20：45終演予定  

場所：なはんプラザＣＯＭＺホール 

入場料：大人1500円、中高生500円、 

      小学生以下無料（乳幼児も入場可） 

※）招待券差し上げます 

  （被災者で、事務所に取りに来られる方） 
 
主な出演者（予定） 

・羊永秀 

・台湾声楽家協会 

 「日本芸術歌曲研究会」メンバー 

・全智瑛 

・ユーリー・コジェヴァートフ 

・東京理科大学音楽部ＯＢ合唱団 

           「二十三和音の会」 

          ・岩手県立花巻農業高等学校           

           「鹿踊部」 

          ・岩手県立花巻北高等学校 

           吹奏楽部アンサンブル 

                      ・宮澤賢治児童合唱団 

          ・古川精一      ・林秀 

―― 同郷人会 冬季休止 ―― 

 大槌同郷人会は12月～２月、気仙同郷人会

は12月～３月は休止いたします。 

 来春をお楽しみに！ 

花巻市への避難者数 
 

釜石市 58世帯 103人、大槌町 84世帯 176人、陸前高田市 16世帯 23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 9世帯 18人 

合計 237世帯 457人 (平成27年10月31日時点) 

―― お茶っこ会で結海イベントへ ―― 

 12月11日（金）のお茶っこ会は、妙圓寺でお

茶をいただいた後、希望者を結海へお連れし

ます。妙圓寺までの送迎もいたします。参加ご

希望の方は、９日（水）までにお電話ください。 
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―― ソバと小豆の脱穀 ―― 
 
 11月16日、となりの畑グループがソバと小

豆の脱穀をしました。 

 富士子代表のハウスで乾燥させていたもの

を、脱穀機、唐箕を借りて処理しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ソバは脱穀機で茎から外し、唐箕を3回通し

てモミ状態に、小豆は手作業で殻から外し、

唐箕を通して枝葉くずを除きました。 

 ソバは5㎏、小豆は25kgくらいの収穫です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 これでおおよそ今年の活動は終了で、19日

には妙圓寺大広間で収穫祭を行いました。 

 富士子代表のヤギ、トミー（左・メス）、ちい

ちゃん（右・オス）も元気でした。 
 
 

―― もち米完売御礼 ―― 
 

 先月号でお知らせしましたもち米は完売しま

した。お買い上げ、ありがとうございました。 

―― ぐるっと花巻再発見！ ―― 
 

 花巻市の先人の記念館をめぐるバスツアー

が開催されます。 
 
日にち：①平成27年12月12日（土） 

     ②平成28年 １月15日（日） 

費用：昼食代のみ自己負担 

    （参加料・入場料無料） 

行程：まなび学園（9:00）―花巻市博物館―新

渡戸記念館―萬鉄五郎記念美術館―東和コ

ミュニティセンター（昼食）―総合文化財セン

ター―まなび学園（15：00） 
 
申込み先：花巻市生涯学習交流課（24-2111） 

申込み締切：①12月８日（火） ②未定 

定員：30名 

    （申込みが定員を超えた場合は抽選） 

主催：花巻市、花巻市教育委員会 
 

開催中の特別展 
 

・萬鉄五郎記念美術館 

  藤根与治郎・藤原八弥 兄弟展 

・総合文化財センター 

  大迫出身力士 初代錦木塚五郎・ 

                  若ノ海正照展  

・花巻新渡戸記念館 

  稲造の祖父 新渡戸傳 

・花巻市博物館 

  東和町の画人 菊池黙堂 
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 花巻地区ふれあい文化祭
　（舞台発表）

大ホール 10:00～14:30 入場無料

 花巻地区ふれあい文化祭
　（作品展示）

中ホール 10:00～14:30 入場無料

 第41回
花巻地域歳末たすけあい芸能大会

大ホール
1)10:00～12:30
2)13:30～16:00

前売  500円
当日1,000円

第12回花巻市福祉バザー
中ホール

展示ホール
10:00～15:00 入場無料

10日（木）
～

13日（日）
さくらい呉服店　京呉服展示会 入場無料 10:00～19:00 入場無料

13日（日） 第68回岩手芸術祭♪「合唱祭」 大ホール 12:30～16:00
前売　800円
当日1,000円

18日（金） 夢グループ「同窓会コンサート」 大ホール
1)14:00～16:30
2)18:00～20:30

前売4,980円～
 当日7,000円～

19日（土） 「大野雄二＆ルパンティックファイブ」 大ホール 18:30～
大人3,000円

小中高1,500円

20日（日）
平成27年度
全日本アンサンブルコンテスト
花巻支部大会

大ホール 9:30～19:00 入場無料

23日（水） 祓川ピアノ教室「おさらい会」 中ホール 未定 入場無料

26日（土） ぴっころ保育園「生活発表会」 大ホール 未定 入場無料

8日（火） 第一回花巻国際平和音楽祭
開場18：00
開演18：30

大人1,500円
中高生500円
小学生無料

11日（金）
～

13日（日）
絵画展示即売会（ギャラリー萌） 10：00～18：00

（13日は～16：30）
入場無料

23日（水） イーハトーブ音楽祭 未定
入場料無料

（予定）

27日（日） WINTER LIVE 2015 
開場10：45
開演11：00

500円

文化会館の12月のイベント

なはんプラザ12月の催し

４日（金）

６日（日）
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軽度生活援助事業 

 
寒くなり、いつ雪が降るかというこのごろです。毎年、雪かきに苦労しているご家庭も多い

ことと思います。花巻市では、「軽度生活援助事業」として、下記のような事業を行っていま

す。利用してみてはいかがでしょうか。 

-------------------------------------------------------------------------- 

室内の整理、草取り、玄関先の除雪など、自宅での軽易な作業を援助します。花巻市シ

ルバー人材センターの会員が作業を行います。 

 

対象者：おおむね65歳以上のひとり暮らしの方、または高齢者のみの世帯の方で、日常生

活上、扶養義務者の援助が得られずに市の援助が必要と認められる方。 

利用料：花巻市シルバー人材センターの規定料金から補助金を差し引いた額が自己負担

額になります（補助金額は、作業員 1人 30分あたり 400円です。自己負担は、作

業員１人１時間あたり２２０円）。 

利用制限等： 

・１回の作業は、延べ２時間まで 

・窓ふき、家まわりの草取り等は、年２回まで 

・除雪は、住宅の玄関から生活道路までの間で、 

人の通行に支障がない程度の作業 

（玄関先以外の除雪や、屋根の雪下ろしは行いません） 

 

申込み先：花巻市シルバー人材センター ０１９８-２４-０５５６ 

-------------------------------------------------------------------------- 

―― 健康管理食の宅配「けんたくん」 ―― 

 

 調剤薬局で、チラシを見つけました。食事作りが大変だという方、いかがでしょうか。 

 

①腎臓病・人工透析：885円（税込） 

②高血圧・心臓病：792円（税込） 

③糖尿病・肥満：792円（税込） 

④生活習慣病予防：597円（税込） 

⑤バランス健康食（5食セット）：2271円（税込） 

 管理栄養士が作成した献立を自社工場で調理、急速冷凍。①～④は７食ずつ宅配しま

す。製造日より６カ月の長期保存が可能。電子レンジで温めるだけで召し上がれます。 

 

問合せ先：０１２０-８２１-８８７（けんたくん紫波・花巻店） 
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認知症と間違いやすい症状 

 

 認知症やＭＣＩ（軽度認知障害）は脳の障害が原因ですが、一見、認知機能の低下を思

わせる状態の中には、別の原因がかかわっている場合があります。 

 

認知症とは限らないこんな症状に注意！ 

 

●疲れやすく、やたらとのどが渇く。血糖値が高いのに治療していない。 

  ⇒糖尿病に気づいていないか、または適切な治療をしていないために、もの忘れが増 

えている可能性があります。糖尿病の人は認知症にもなりやすいので、血糖値の管 

理とともに、脳を活発に動かすなどの予防も心がけましょう。 

 

●何をしても楽しくなく、落ち込むことが増えた。 

  ⇒悲観的なことばかり考えてしまうが、もの忘れを自覚している場合などは、老人性うつ 

病の可能性があります。高齢者の認知症は、若い人より治りにくいのが特徴です。認

知症と間違えて治療しかえって悪化させないよう、正確な診断が受けられるよう、医師

には症状を細かく説明しましょう。 

 

●突然、強い不安や恐怖に襲われ、自分を抑えられなくなった。 

  ⇒夜に大騒ぎしても朝には治まるなど一過性の場合は、認知症とは異なる原因のせん

妄が疑われます。せん妄とは、意識の混濁に、不安や恐怖、錯覚、幻覚などが加わ

った状態です。せん妄は、脱水症状や睡眠不足、引っ越しや入院など急な環境の変

化、薬の飲み合わせによる副作用などが原因で起こることが、高齢者には多くありま

す。原因を特定して除去すれば、症状が改善します。 

 

●体力がめっきり落ちて、新しいことを始める気力がない。 

  ⇒栄養不足による体力、気力、脳の働きの低下が疑われます。放置するとＭＣＩ（軽度認

知障害）や認知症につながります。ビタミンＢ１２と葉酸の不足は、脳の神経細胞の働

きを低下させます。栄養バランスのよい食事を心がけてください。 

 
―― 花巻市福祉バザー ―― 

 

日時：12月６日（日）10:00～15:00 

場所：花巻市文化会館 

※）衣類のほか、浜っ子の手作り品、瀬戸物、雑貨等、格安です。 

今回は、品ぞろえが大変豊富です。ぜひお越しください。 

 



望年会だょ〃 いわてゆいつこ花巻

『鍋 食べて話つこすつべし』ゃるよ一‖

こんにちは。お鍋の季節ですね。今年はみんなでお鍋を囲み

あんなことやこんなことをお話しながら温かい時間を過ごしましょう。

日時 :12月 15日 (火)

時間 :11時 30分～年後 ■4時

場所 :妙円寺 2階

参加費 :六人 ■000日 。こども500円

申込み、送迎は 7日 (月)まで事務所に連絡お願いします。

お手伝いの募集はありませんが、送迎についてお声がけがあるかも知れません。
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数人ずつ鍋に材料入れて食うべし。

いつぺえ好きなくれえ話つこすつべし。

今回 出し物は無いから、マイク用意すつから、歌つこだどが、

何か みんなに話したいことあつたら言つてけで。

お生産のくじ弓lきあるかもよ～ 2次会は事務所で会費 500円

となりの畑で採れた大根、にんじん、ネギ、漬物など使用 (あ りがてえ～)

学校の友だち出来た I

嫁っこぃねべが。
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