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ゆいっこ花巻新聞

２月の予定

・運営委員会13：30～
・カフェ休み

おらほのわらしゃんどのわんこそば大会　妙圓寺
　１0:30～14:00

TEL/FAX：0198-22-4748

〒025-0073　花巻市一日市４-21

―― 焼き芋は予約 ―― 

 ゆいっこカフェの焼き芋は予約販

売です。焼き上がるまでに１時間

半ほどかかりますので、 

電話をしてから 

お越しください。 

（２２－４７４８） 

―― そば打ち ―― 
 
 ２月８日、先生をお招きして、となりの畑メン

バーほか20名ほどがそばに挑戦しました。と

なりの畑でとれたソバを六原の産直で製粉し

てもらったものです。 

 まずは、先生が打つのを見学。皆さん、先生

の手元を真剣に見つめます。 

 さあ、自分たちで打ってみましょう！ まずは、

こねる。のばす。むむっ。先生のようにはいか

ないことに、ここで気づきます。そしてゆがく。

食べる。 

 １年ちょっと前にもここで打ったそばをいただ

きましたが、そのときよりずっとつやつやと長

いそばでした。皆さん、大層な進歩を遂げてい

ました。 

 事務局もお相伴にあずかりました。大根と昆

布の煮物、ブリの煮物、山菜おこわ（ギンナン

入り）のおにぎりや漬物もあり、大変ごちそうさ

までした！ 
 
 
 

―― 健考館にてお茶っこ会番外編 ―― 
 
 ２月９日、お茶っこ会を石鳥谷健考館で開き

ました。 

 健考館に着いて、まずは健康棒体操教室。

健考館のミニ体育館に入り壁のカーテンを開

けると一面の鏡！ ガマにはなりたくないので、

あわててカーテンを引きました。札幌のハーモ

ニー気功会さん３名に教わりながら、13名が

午前中２時間、みっちり体をほぐしました。 

 先生は繰り返し「無理はしないでください」と。

はい、無理しようにも、先生と同じ動きはとうて

いできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 お昼は、健康定食（油っけがなくて物足りな

いという人も）でした。ひと休みしてから温泉へ。

おやつをいただきながら、ひとしきりおしゃべり 

  に花が咲きました。 
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1 火 気がかり会議　日和佐　11：00～

2 水 花の種配布（先着15名）　11:00～

3 木

4 金 ママ・グランマお茶会

5 土

6 日

7 月 気仙沼会　三右エ門

8 火

9 水

10 木 企画会議　13：30～

11 金 追悼行事　妙圓寺（チラシ参照）

12 土

13 日

14 月

15 火 大槌同郷人会 大沢温泉

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月

22 火

23 水

24 木 運営会議　13：30～

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

となりの畑ミーティング10：00～

・山田同郷人会　ホテル三右エ門
・新聞発行日

３月の予定

浜ちゃん移動販売日(今月は1回です)
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

・結海　感謝祭
　　10種の鍋祭り、300円
・うたごえの集い　結海　14:00～

花巻市認知症セミナー
　なはんプラザ13：30～

花巻市への避難者数 
 

釜石市58世帯103人 

大槌町84世帯174人 

陸前高田市15世帯 21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帯43 

福島県9世帯18人 

合計236世帯453人 

 (平成28年1月31日時点) 

―― となりの畑 ミーティング ―― 

  

 ♥もうすぐ春ですね♥ 今年も楽しく「となりの

畑」をやりましょう♪ 野菜のほかに花も楽しんで

います。 

 下記のとおりミーティングを行います。この春か

ら参加してみようという人・グループも大歓迎で

す。ぜひおいでください。 

               日時：３月８日（火）  

                    10:00～12:00 

               場所：ゆいっこ事務所 

               ※）送迎が必要な方は、 

               ３月４日（金）までに 

               事務所にご連絡くだ 

               さい。 

―― 花のタネ ―― 

  

 ２月の端切れ配付の際、欲しい方へと朝顔の

種を持って来た方がいらっしゃいました。その時

には、残念ながら既に端切れ配付は終わってい

ました。 

 その種に少しほかの花の種をミックスし、少量

ずつですが先着15名の方に 

お分けします。なくなり次第終了 

です。 

  

 日時：3月２日（水）11：00 

 場所：ゆいっこ事務所 

―― みなし仮設住宅退去の手続き ―― 
 
 みなし仮設住宅を出るときは、県に連絡が必要です。退去予定

の40日前までに県の担当課に電話してください。 

連絡先： 岩手県復興局生活再建課被災者支援担当 

 電話 ０１９－６２９－６９１７ 
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東 日本大震災 追悼 3。 11 ご案内

東 日本大震災から5年が経とうとしています。

今年も妙円寺様のご協力を頂きまして追悼行事を開催 させていただきます (

「決 して忘れない」午後 2時 46分、あの日のこと、あの時のこと、

皆さまのご賛同をお願いいたします。

日日寺

時間

場所

入場

11日 (る〉)*平服でお越しください。
～

・・・・◇本堂◇ 000・ ・
司会

挨拶 妙円寺

読経 献花

〈会食〉

参加費 5

15:0

熊谷 光

林 正文住職13:20

13:30

歌 シンガーソングライター 宇夫方

合唱 妙円寺 ローズコーラス
景子&荒関 忠之

朗読 全員

0000◇鐘つき場◇ 00000
14:30勿 忘の鐘つき

全国各地、被災地に思いを馳せる方々がそれぞれの場所で、同じ時亥Jに

法要を勤めま しょうとい う呼びかけであ ります。

ITi「「`7

==|`■ |■ |

■111

0円 (準備のため申込 3月 2日 まで)

～ 16:00妙 円寺 2階広間にて

問合せ  いわてゆいつこ花巻  TEL0198-22-4748

■

■
■
１
■
ュ
｝
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０

平成 28年 3月

開場 13:00
妙円寺 (花巻市愛宕町7-53)

無料 献花のお花は準備 してお ります。
*送迎希望の方 (申 込 3月 2日 まで )



２日（水）
大野真澄・小坂忠
スペシャルコンサート
Forever Young あの頃の君へ

大
ホール

開場17:30
開演18:30

 入場無料
（入場無料ですが、
整理券が必要です）

お問い合わせ：
岩手日報社花巻支局

電話　0198－24－7744

５日（土）
～

６日（日）
2016春のパナソニックフェア

中
ホール

10:00～17:00  入場無料

27日（日）
金星少年少女オーケストラ
第５回コンサート

大
ホール

開場13:30
開演14:00

自由席500円
（小学生以下無料

５日（土）
13：30～15:30
受付開始13:00

　定員200名
（申し込みが必要です）

27日（日）
開場10:40
開演11:00

入場料300円ＴＡＣ花巻学生バンドライブ

花巻市認知症セミナー

文化会館の３月のイベント

なはんプラザ３月の催し

 

―― 花巻市認知症セミナー ―― 
 

日時：３月５日（土）13:30～15:30 

場所：なはんプラザ ＣＯＭＺホール 

申込：花巻市役所長寿福祉課高齢福祉係 

２４－２１１１１（内線５１５、５１６） 
 

●自分らしく暮らし続けるために、正しく知っておき

たい認知症のこと 

 講師：湯川脳外科院長 湯川宏胤氏 
 

●知って安心！ 成年後見制度 

 講師：盛岡家庭裁判所花巻支部 柴田勝仁氏 
 

●これって詐欺？ ＳＴＯＰ消費者被害 

  講師：市民生活総合相談センター所長 

佐々木正晴氏 
 

―― うたごえの集い ―― 

 

結海では最後となります（来月以降は、

花巻市交流会館にて開催予定）。 

 

日時：３月20日（日）14:00～ 

参加費：1,000円（１ドリンク付） 

場所：結海 

 

※）３名までゆいっこ事務所～結海を 

  送迎いたします。 

  送迎ご希望の方は、３月17日（木） 

  までに事務所にご連絡ください。 


