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ゆいっこ花巻新聞
E-mail：info@yuicco.com

6月の予定

TEL/FAX：0198-22-4748

・庭園見学会（７／５）申込受付
・運営委員会

山田同郷人会　風の季

おおつち心結祭　花巻温泉
～大槌出身者大交流会～

花巻市内への避難者数 
 

釜石市 57世帯 102人、大槌町 81世帯 165人、陸前高田市 14世帯 20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 42人、福島県 8世帯 15人 

合計 230世帯438人 (平成28年5月31日時点) 

 
―― 元お茶っこカーの大槌訪問 ―― 

 
 ６月７日、大桐代表、鈴木副代表、大槌出身のＯさ

んと元お茶っこカーのメンバーが、大槌を訪問しまし

た。お茶っこカーのメンバーは、実に２年半ぶりの沿

岸でした。 

 まず地域共生ホーム「ねまれや」を見学。ねまれや

には菓子工房があり、また子ども食堂やマスト買物

ツアーなどの活動を行っています。 

 次に東京大学・大槌町大ケ口地区コミュニティサ

ポートセンターへ移動。花巻に避難していて沿岸へ

帰還された方が11名も集まってくれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 テーブルには、お茶っこカーメンバーのＡさんの漬

物やカフェのＮさんのがんづきも並んでいます。 

 「花巻に帰りたい！」「温泉に入りたい！」「花巻同 

 窓会をつくる！」など、話は尽きませんでした。 
 

（予 告）  
―― 夏の秘湯ツアー 八幡平 ―― 

 
日時：８月24日（水） 

内容：八幡平頂上付近散策 

    （1時間程度歩きます）、 

    松川温泉入浴、産直 

会費：1,000円～3,000円（予定） 
 

※）詳細は次号の新聞で！ 

―― 事務所は水曜日休み ―― 
 
 都合により７月からは、事務所は水曜

日も休みます。事務局が必ずいるのは、

水曜日以外の平日の９時から４時です。 

 カフェは、今までどおり平日10時から

３時に開いています。 

 ご迷惑をおかけしますが、お間違いの

ないようおいでください。 
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1 金
2 土

3 日

4 月

5 火

6 水 事務所休み

7 木 となりの畑

8 金

9 土 花巻弁による賢治方言作品の朗読

10 日

11 月

12 火
13 水 事務所休み

14 木

15 金

16 土

17 日
18 月 となりの畑
19 火
20 水 事務所休み

21 木 となりの畑
22 金
23 土 ユニセフ平和チャリティーコンサート
24 日
25 月 となりの畑

26 火

27 水 事務所休み

28 木

29 金
30 土
31 日 夏のイベント　ジャガイモ掘り

・一日市朝市
・ミュージカル「みらいのカケラ」

・となりの畑
・運営委員会　13：30～

7月の予定

・浜ちゃん移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00
・花巻ユネスコ・ペ・セルクル
　50周年記念演奏会

・山田同郷人会　ホテル三右エ門
・大槌同郷人会　大沢温泉
・新聞発行日

・気仙同郷人会　大沢温泉
・となりの畑

・ママ・グランマお茶会
　（「おはなしころりん」さんと遊ぼう！）
・気仙沼会　ホテル三右エ門
・庭園見学会（登米市・香林寺）

・となりの畑
・企画会議　13：30～

・気がかり会議　13：30～
・となりの畑

 
 

―― 気仙同郷人会からのお知らせ ―― 

 釜石出身の方の参加を歓迎します。参加ご

希望の方は、事務所にお電話ください。気仙同

郷人会に紹介します。 

 会場へは参加者同士の乗り合いか、岩手県

交通のバスをご利用ください。 

 行き 花巻駅      8：50---大沢温泉  9：15 

      花巻駅    10：00---大沢温泉10：25 

 帰り   大沢温泉15：07---花巻駅   15：33 

―― ジャガイモ掘り ―― 
 
日時：７月31日（日）9：00 

（イモの生育状況によっては、変更があります） 

場所：北上川河原の「となりの畑」 

※）「となりの畑」がわからない方は、妙圓寺 

  8:30集合 

内容：ジャガイモ掘り、ジャガイモ試食、昼食 

持ち物・服装：汚れてもいい服装、帽子、軍手、

弁当、飲物 

参加費：大人１人300円 

     （となりの畑メンバーは無料） 

参加条件：となりの畑メンバー 又は 小学生

以下の子供連れ（自分の子供・孫でなくても可） 

申込み締切：７月15日（金） 

    申込み先：ゆいっこ花巻事務所 

  ―― 「おはなしころりん」さんと 

  遊ぼう！ ―― 
 
今年も神奈川県から来てくれます。ママお茶会

のメンバー以外の方も大歓迎です。 
 
日時：７月５日（火）10：00～13：00 

場所：いずみ助産院（花巻市大谷地836 

電話090-4312-4697） 

会費：ママお茶会のメンバー 200円 

    非メンバー        400円 

申込み締切：7月3日（日） 

申込先：佐々木一愛（090-4040-3376） 

      熊谷 光（080-1829-0223、23-2027） 
 

軽食を用意します。 

みんなで楽しく語り合いましょう。 
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―― 庭園見学会  ―― 

 
日にち：７月５日（火） 8：45 集合 
 
場所：宮城県登米市・香林寺（0225-76-2307） 
 
日程：貸切のマイクロバスで行きます 

  8：45 妙圓寺前集合       13：50 道の駅米山「ふる里センターＹ・Ｙ」着（買物）      

  9：00 出発   14：50 道の駅米山「ふる里センターＹ・Ｙ」発  

  9：10 花巻南ＩＣ（トイレ休憩あり）  15：40 金成若柳ＩＣ（トイレ休憩あり）      

 10：20 金成若柳ＩＣ           16：40 花巻南ＩＣ 

 11：30 香林寺着（庭園見学・昼食） 16：50  妙圓寺着 

 13：30 香林寺発  

             

持ち物：緊急連絡先記入票、弁当、飲物、常備薬、保険証（コピー可）、 

     参加費（申込みの際、金額をお伝えしますので、おつりのないようにお願いします） 

※）弁当はバスに乗る前にご用意ください。 
 

参加費：①  ゆいっこ非会員（※１）＝1,000円 

      ② ①の人を連れて来た被災者＝1,000円 

      ③ ①②に当てはまらないゆいっこ正会員・準会員＝2,000円 

      ④ ①～③に当てはまらない人＝3,000円（どなたでもご参加いただけます） 
 
定員：17名（基本的には申込順の受付ですが、優先条件（※２）があります） 
 
申込み期間：６月23日（木）～６月28日（火）（平日のみ） 
 
※１）被災者のご近所・友人・知人。ゆいっこの会員に誘われて参加する人。４月の弘前お花

見ツアーに参加していない人。以上の条件を全て満たす人（花巻市外の方を含む）。 

※２）次の１、２の方は、申込順にかかわらず、優先的に参加できます。 

 １、上記①と②の方 

 ２、上記③で、４月の弘前お花見ツアーに参加していない方 
 
当日は、下記内容をご記入の上、忘れずに持参してください。忘れた方は参加できません。 

          

-------------------------------------------  切り取り  -------------------------------------------                               

緊急連絡先記入票 
 
お名前（                  ） 電話番号（                   ）                     

                       

当日の緊急連絡先  

お名前（                  ） 電話番号（                   ）   

続柄（                    ）                     
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 ゆいっこ花巻では、今年度次のようにバス

ツアーを計画しています（④～⑦の日程は

変更になる可能性があります）。 

 ①花見ツアー（弘前）４月19日（火） 
（実施済み） 

 ②庭園見学会（登米）７月５日（火） 

 ③夏の秘湯ツアー（八幡平）８月24日（水） 

 ④紅葉の秘湯ツアー（栗駒）10月６日（木） 

 ⑤雪見の秘湯ツアー（乳頭）12月３日（土） 

 ⑥白鳥飛来地見学会（北上）１月22日（日） 

 ⑦牡蠣祭り（山田）２月４日（金） 

 この事業は、日本ＮＰＯセンターを通して

「東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロ

ジェクト」の助成金をいただいて実施します。

ゆいっこ花巻がもらう助成金の目的は、「内 

陸定住者が地域に溶け込む手伝いをす

る」ことです。 

 ご近所さんとバスツアーに参加し、１日一

緒に過ごすことで親睦を深めてください。 

 そのため、被災者のご近所・友人・知人

と、その方を招待した被災者は、バスツ

アーの初回申込み時に限り、優待料金で

ご参加いただけます。また、申込順にかか

わらず優先的に参加していただきます。 

 毎回、定員が決まっているので、できる

だけ多くの方にご参加いただけるよう、初

めての申込者を優先的にお受けします。 

 助成金による事業のため、申込みが多

数でもバスを増やすことはできません。ご

了承ください。 

 
―― 友達づくり作戦 ―― 

―― 庭園見学会 佐藤隆房先生宅―― 
 
 ５月29日（日）午後、11名の参加者を得て、佐藤隆

房先生宅で庭園見学会を行いました。 

 高村光太郎は空襲で東京のアトリエを失った後、

宮沢賢治の実家に疎開しましたが、そこも花巻空襲

で焼け出され、一時、佐藤先生宅の離れの２階に住

みました。 

 昭和３年に建てられた母屋と離れ、茶室、その周

囲の和風庭園を見学しました。かつてのリンゴ畑が

洋風庭園になっており、その一部にはバラ園があり

ました。賢治ゆかりのバラが植えてあり、見事に咲い

ていました。 

 その花々を眺めながら、思いがけず茶菓もいただ

きました。プライベートな庭園や建物を見せてくださっ

た佐藤家のご家族さまのお心遣いとおもてなしに本

当に感謝いたします。 
 

日出 忠英 
 

退職のご挨拶 

岩田宗彦 
 
 2013年５月から今年５月まで、事務

局の仕事を続けてきました。最近は記

憶に自信が持てなくなり、限界を感じ

ていました。助成金の獲得や節約の

方針など基本的な整備と、規約の改

正が完成したのを機会に退職を決意

しました。 

 震災から５年が過ぎたことで、ゆいっ

こ花巻は閉ざされた被災者支援団体

として維持することが困難になりまし

た。規約の目的改正が総会で承認さ

れたことで、花巻市民へ貢献すること

を目的とする開かれた市民団体にな

る準備ができました。しかし、具体的

な事業計画を検討する前に退職する

ことが気がかりです。 

 皆様からの応援をいただいて仕事

ができたことに感謝いたします。これ

まで通り交流させていただけるようお

願いいたします。 
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７日（木）
～

10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

10日（日）
みんなが参加できる
　　文化祭演芸発表会
　　　　　　　　　　（踊り、合唱、合奏等）

大
ホール

13:00
～16:00

入場無料

16日（日）
花巻ユネスコ・ペ・セルクル
　　50周年記念演奏会

大
ホール

14:00
～15:30

800円
（高校生以下無料）

（招待券あり）

16日（日） 花巻地区吟詠発表会
中

ホール
13:00

～17:00
入場無料

23日（土）
岩手県ユニセフ協会15周年記念
　　ユニセフ平和チャリティコンサート

大
ホール

13:30
～16:00

500円
（高校生以下無料）
（被災者招待券あり）

25日（月） 平成28年度介護予防講演会
大

ホール
13:15

～15:30
無料

25日（月）
ハローワーク　ビデオセミナー
  再就職の進め方

中
ホール

9:30
～10:45

無料

30日（土）
岩手県立花巻南高等学校吹奏楽部
　　第47回定期演奏会

大
ホール

18:00
～20:00

前売300円
当日400円

1日（金）
18:00

～21：00

３日（日） 10:30開演 入場無料

10日（日）
18:30

～21:00

1,000円
（お楽しみ抽選会

ドリンク・食事（ソバ）付）

16日（土）
18:30開場
19:00開演

17日（日）
13:30開場
14:00開演

文化会館の７月のイベント

なはんプラザ７月の催し

花巻ユネスコ協会設立50年記念事業
　　劇団「虹」公演　「みらいのカケラ」

花巻ダンス同好会
　　『社交ダンスパーティー』

大人1,000円
小～高校生500円
※当日500円増

わ太鼓　満月組　第７回コンサート
　　月に吠えろ！
　　～叩けよさらば開かれん！
　　　　　　　　　　月に向かって吠えろ！～

銀河のほしまつり
　　希望郷いわて国体100日前イベント



 

花巻ユネスコ・ペ・セルクル 

50周年記念演奏会 

億年の風と光の中で パート８ 
 

日時：７月16日（土）14：00開演（開場13：30） 

場所：花巻市文化会館大ホール 

指揮：松田順子  ピアノ：伊藤礼恵 

出演：花巻ユネスコ・ペ・セルクル 

    女声合唱団花野 

特別出演： 

 ソプラノ独唱・川嶋容子 ピアノ・雫石環 

 劇団らあす公演「セロ弾きのゴーシュ」 
 

入場料：800円 
 

事務所に招待券あります。どなたでもどうぞ。 

 

岩手県ユニセフ協会15周年記念 

ユニセフ平和チャリティコンサート 

～とどけよう！ 世界の子どもたちに～ 
 

日時：７月23日（土）13：30開演（開場13：00） 

場所：場所：花巻市文化会館大ホール 

出演：岩手県立花巻農業高校鹿踊り部 

    コーラス四つ葉 

     響流はなまき 

     岩手県立不来方高校音楽部 

     市内中学・高校音楽部ほか 
 

協賛券：500円（高校生以下無料） 
 

事務所に被災者向け招待券あります。 
 

―― 平成28年度介護予防講演会 ―― 
 

日時：７月25日（月）13：15～15：30 

場所：花巻市文化会館大ホール 
 

内容：①花巻市の介護予防の取組みについて（花巻市からの説明） 

    ②「元気でまっせ体操」の実演、実施団体の発表 

    ③講演「視力がいいのにつまずくのはなぜ？ ～転倒予防と目の関係～」 

       講師：医療法人如水会 鈴木眼科吉小路 鈴木武敏先生 
 

問合せ先：花巻市長寿福祉課（２４－２１１１）          参加無料（申込みは要りません） 
 

花巻市防犯協会より 
 

 ６/10(金)午後、花巻市内にて、市役所職員をかたる『還付金詐欺の予兆電話』が多く発生し

ています。相手は「花巻市役所 地域福祉課」「包括支援センター」などと名乗り、医療費の還

付金があるといって電話をかけてきているようです。 

 市役所職員が還付金について電話をすることはありませんし、ATMに行くよう指

示することは絶対にありません。 

 同様の電話がかかってきたら、すぐ警察に相談してください。 

 また、ご近所にお一人でお住まいの高齢者の方がいましたら、ぜひこの情報を共有し、注意

喚起のご協力をお願いします。 

情報提供:花巻警察署 


