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24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火 気仙沼会　ホテル三右エ門

31 水 事務所・カフェ休み

・夏の秘湯ツアー　八幡平
　（募集は終了しています）
・事務所・カフェ休み

・となりの畑
・運営委員会　13:30～

花巻弁による賢治方言作品の朗読
　「風の又三郎」「種山ヶ原の夜」

・となりの畑
・秋の秘湯ツアー栗駒　実行委員会
　13：30～

〒025-0073　花巻市一日市４-21

ゆいっこ花巻新聞
E-mail：info@yuicco.com

8月の予定

TEL/FAX：0198-22-4748

花巻市内への避難者数 

釜石市 55世帯 100人、大槌町 77世帯 159人、陸前高田市 13世帯 19人、山田町 19世帯 38人、

大船渡市 17世帯 35人、宮古市 12世帯 22人、宮城県 23世帯 42人、福島県 8世帯 15人 

合計 223世帯430人 (平成28年7月31日時点） 

内陸の災害公営住宅に入居したい方へ 
  
 岩手県は、内陸に災害公営住宅を建てたら入

居するか調査を続けています。内陸公営住宅が

どこに建てられるかわからないので希望を出さ

ない方がいるはずです。花巻で入居希望者がい

なければ公営住宅は建ちません。入居希望者

が多数いると、次に何軒をどこに建てるか計画

します。公営住宅の家賃は収入によりますが数

千円です。まずは入居希望を県に伝えなければ

なりません。 

 現在でも悩んでいる方は、ゆいっこの事務所

に電話して、お名前と電話番号をお伝えください。

お困りの事情を解決できるか、担当者から電話

をします。 

 なお、岩手県の復興計画は2018年度で完了す

る予定です。具体的には、内陸復興公営住宅の

完成、みなし仮設住宅の終了、国民健康保険の

窓口費用の免除終了、住宅購入・建設の補助

金制度終了などです。 
 

 ―― 秋の秘湯ツアー 栗駒  

実行委員会 ―― 
 
 10月上旬に予定している栗駒へのバスツアー

の計画を一緒に考えてくれる方を募集します。 

 栗駒高原付近での散策コースに詳しい方、詳

しくなりたい方、お集まりください。どっちでもな

いけれど、ぜひツアーに参加したい方もどうぞ。 
 
 日時：８月29日（月）13：30～ 

 場所：ゆいっこ事務所 

―― 企画会議へどうぞ ―― 
 

 ゆいっこ花巻の企画会議には、どなたでも

ご参加いただけます。グループをつくって活

動したい方、ゆいっこでやりたいことがある

方は企画会議へおいでください。 

 企画会議と事務局が、グループの立ち上

げや趣味の会の実現のお手伝いをします。

花巻市内での活動には、花巻市から補助金

をいただける場合があります。 

 企画会議は毎月第２木曜日午後１時半か

らです。出席に際し、事前のご連絡は要りま 

  せん。 
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1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水 事務所・カフェ休み

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月 となりの畑

13 火

14 水 事務所・カフェ休み

15 木 となりの畑

16 金

17 土

18 日

19 月 となりの畑

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月 となりの畑

27 火

28 水 事務所・カフェ休み

29 木 となりの畑

30 金

・となりの畑
・気仙同郷人会　健考館

・ママ・グランマお茶会
・気がかり会議　13：30～

となりの畑

一日市朝市

9月の予定

・山田同郷人会　風の季
・元お茶っこカー大槌昼食会

気仙沼会　ホテル三右エ門

・大槌同郷人会　大沢温泉
・新聞発行日

浜ちゃん　移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

・となりの畑
・企画会議　13:30～

・となりの畑
・運営委員会　13:30～

・事務所・カフェ休み
・イーハトーヴ散歩2016（３ページ参照）

 
 

―― さようなら！ ゆいっこ号 ―― 
 
 横浜市議会議員の草間剛氏より借りていたゆ

いっこ号がその役目を終え、横浜に帰りました。 

 震災直後は、小さな体で支援物資運搬に力を

発揮してくれました。その後も送迎やゆいっこ新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
聞の配達に活躍してくれましたが、最近は妙圓

寺の駐車場で寝ていることが増えていました。 

 ８月17日夜、大桐代表と小田嶋さんが乗り込

んで出発。台風７号は既に北海道へ去った後で

したが、夜中、何度も土砂降りに。ゆいっこ号の

冷房は全く効かないので大変だったことでしょう。

途中ナビが動かなくなるというトラブルを乗り越

え、お二人は早朝、横浜に着きました。 

 横浜では歓迎会とゆいっこ号の活躍報告会を

開いていただきました。会場は飲食物持ち込み

可のカフェということで、草間氏には「浜ちゃん」

からおつまみをたくさん買っていただきました。 

さすがの気配りですね。 

 ５年間ありがとう！ さようなら、ゆいっこ

号！！ 

2



１日（木）
～

4日（日）
京呉服展示会

展示
ホール

10:00～19:00 入場無料

９日（金）
～

11日（日）

花巻写真協会
　第40回写真展

展示
ホール

9：30
～

18：00
入場無料

12日（月）
ビデオセミナー
　「再就職に役立つ自己分析」

中
ホール

9:30～11:00 入場無料

16日（金）
宮沢賢治生誕120年記念「賢治祭」
 　第一部<音楽と演劇の夕べ>

大
ホール

17:20～20：30 入場無料

18日（日）
♪第36回
　花巻中学校吹奏楽部定期演奏会

大
ホール

17：30～20：00 入場無料

22日(木)
♪第22回
　花巻北中学校吹奏楽部定期演奏会

大
ホール

16：30～18：30 入場無料

24日（土）
♪矢沢中学校吹奏楽部
　第29回定期演奏会

大
ホール

14：30～16：30 入場無料

25日（日） 認知症セミナー
大

ホール
9：00～17：00 入場無料

４日（日） 18：30～ 1,000円

17日（土） 11：00～14：00

18日（日） 18：30～ 1,500円

25日（木） 19：00～21：00
定員40名
見学も可

21日（金）
イーハトーヴ散歩2016　朗読会
　『種山ヶ原の夜』群読ほか

13：30～15：00

文化会館の９月のイベント

なはんプラザ９月の催し

小舟渡公民館
（イギリス海岸そば）

花巻踏友会ダンスパーティー
　　軽食・飲物付き

なはん市

花巻ソシアルダンスクラブ
　　岩大生のデモあり・軽食・飲み物・抽選会

ワークショップ
「40年先へ、大事にしたいことは？～公共施設

に対する問題意識の共有と理念の創出～」

ざしきぼっこの会９月の催し

―― 認知症セミナー ―― 
 

日時：９月25日（日） 受付 13：00、講演 13：30～15：00 

場所：花巻市文化会館大ホール 

 ・講演１：「認知症の早期発見と早期対応・地域型認知症疾患医療センターの取組み」 

      講師 国立病院機構花巻病院診療部長・ 

          岩手県中部地域型認知症疾患医療センターセンター長 廣畑美枝先生 

 ・講演２：「警察のかかわりかたから見た認知症について」 

      講師 岩手県警察花巻警察署 生活安全課 豊岡茂氏 

 ・もの忘れ相談プログラム 

 ・パネル展示           12：30～ 

 ・血流チェックコーナー 



骨粗しょう症予防 

骨粗しょう症とは？ 

骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。 

 

既に骨粗しょう症かも？ 

①背中が丸くなってきた ②身長が低くなった ③背中や腰に痛みがある 

この３項目に該当すれば、既に背骨の骨折が生じて骨粗しょう症にかかってい 

ます。早めに医療機関を受診しましょう。 

 

骨粗しょう症予備軍チェック 

次の 10項目で当てはまるものをチェックしましょう。 

 □牛乳・乳製品を食べない     □小魚・海藻・緑色野菜を食べない 

 □やせている           □運動をしない 

 □飲酒の習慣がある        □喫煙の習慣がある 

 □閉経後の女性や高齢男性     □ステロイド薬を服用している 

 □家族が骨粗しょう症と診断されたことがある 

 □関節リウマチ、糖尿病、慢性腎臓病、慢性閉塞性肺疾患などの病気がある 

 

  予防するには？ 

  「食事」「運動」「生活」の３本柱で 

①食事 

 カルシウムが不足すると、骨が弱くなって骨粗しょう症が生じやすくなる

ことはよく知られています。大腿骨を骨折した高齢者を調べたら、約半数の

人が若い頃に牛乳を全く飲んでいなかったという調査があります。高齢にな

っても骨が元気な人では、牛乳を全く飲まなかった人は 20％しかいなかった

そうです。 

 大豆は、骨を鍛える意外な食品です。納豆の消費量が多い地域は骨折する

人が少ないという研究があります。牛乳を飲むとお腹がごろごろする人は、

ヨーグルトやチーズのほか、納豆を積極的に食べましょう。 

 リンを多く含むインスタント食品やスナック菓子の過剰摂取は、骨密度を

減らします。 

②運動 

 骨に刺激を加えることで、骨が強くなります。散歩や筋力トレーニングに

限らず、家事で体を動かしたり、歩いて用事を済ませることも有効です。 

③生活 

 ビタミンＤは、カルシウムの吸収を助けます。食事以外に日光浴でも体内

でつくられます。直射日光を浴びる必要はなく、木陰や窓辺にいるだけでも

大丈夫です。喫煙は、骨密度の低下を招きます。 


