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・山田同郷人会　風の季
・元お茶っこカー大槌昼食会

・となりの畑
・運営委員会　13:30～

秋の秘湯ツアー　栗駒　申込み開始

・事務所・カフェ休み
・イーハトーヴ散歩2016

秋の秘湯ツアー　栗駒　申込み締切

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22世帯41人、福島県8世帯15人 
 
合計 222世帯429人 (平成28年8月31日時点) 

 
 

―― 夏の秘湯ツアー 八幡平 ―― 

 ８月24日、八幡平に出かけました。朝９時、

出発。八幡平ふもとのビジターセンターで山

頂の状況を確認後、山頂レストハウスへ。 

 １時間以上歩く自信のない方にはここに残っ

ていただき、15名で散策へ向かいました。参

加者の最高齢は多分85歳。80歳前後の方も

多いのですが、みなさん健脚で、うかうか花を

眺めているとおいて行かれます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 八幡沼を見下ろす場所で早めの昼食と自己

紹介タイム。今回は、ゆいっこ非会員が４名も

参加してくださいました。 山頂レストハウスに

戻り、残留組と合流。レストハウスでは、一人

暮らしのお二人がおしゃべりを堪能したようで

す。  

 松川温泉・松楓荘は、日本秘湯を守る会の

会員です。最近改築されたきれいな内湯と「こ

れぞ秘湯！」という岩風呂のほか、渓流を見

下ろす露天風呂があります。 

 歌を歌いながら、道の駅・にしねへ。ここで

ホウレン草ソフトクリームを食べました。 

  予定５分前に妙圓寺に無事帰着しました。  

――八幡平秘湯ツアーの写真販売 ―― 
 

 事務所のパソコンで見てご注文いただけま

す。1枚30円です。 

 ただし！ ごめんなさい<(_ _)> <(_ _)> <(_ _)>  

バスの中と散策風景しか保存できていません

でした。集合写真はありません。 
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30 日 箏曄会お琴コンサート

31 月 となりの畑

事務所・カフェ休み

・運営委員会
・となりの畑
・カフェ休み

浜ちゃん　移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

事務所・カフェ休み

・ママ・グランマお茶会
・気がかり会議13：30～

・企画会議13：30～
・となりの畑

・気仙同郷人会　大沢温泉
・となりの畑

事務所・カフェ休み

事務所・カフェ休み

・事務所・カフェ休み
・秋の秘湯ツアー　栗駒
・となりの畑

となりの畑

・山田同郷人会　ホテル三右エ門
・大槌同郷人会　大沢温泉
・気仙沼会　藤三旅館
・新聞発行日

10月の予定

 
 

―― 朝市で布地販売 ―― 

 服地をたくさんいただきました。少しずつ切り

分けて、10月２日の一日市商店街の朝市で（１

枚ほぼ１メートル50円～）販売します。どうぞ朝

市においでください。 

 朝市で販売し切れなかった分は、花巻市社会

福祉協議会の福祉バザー（例年12月開催）で販

売します。そこでも余れば、後日、事務所で無料

配布会を行います。 

―― 秋の温泉交流会（予告） ―― 

日時：11月８日（火） 

場所：志戸平温泉 

参加費：1,000円（予定） 
 
※）保健センターとゆいっこ事務所前から送迎

バスが出ます。        

※）どなたでもおいでください。 

詳しくは次号ゆいっこ新聞で！ 

―― 移動スーパー とくし丸 ―― 
 

軽トラの移動スーパーが家の前まで来てくれます。 
 
・何が買えるの？ 

  刺身、寿司、惣菜、肉、野菜、果物、パン、 

  菓子、日用品等々300品目 

・いつ買えるの？ 

  花巻市内は、火・金曜日に回っています。 

・何でも買えるの？ 

  軽トラなので「何でも」は乗せていませんが、 

  希望の商品が乗っていなかったら、注文でき 

  ます。次の販売日にお届けします。 

  （ただし、Ａコープの取扱商品に限ります） 

・値段はどうなの？ 

  基本は「Ａコープの店頭価格＋10円」です。 
 

           申込み・問い合わせ： 

電話 ０７０-５０５８-０６２３ 

       （Ａコープとうわ店 

        とくし丸係 小原） 
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栗駒秘湯ツアー 
 

 須川高原温泉から山頂に向かって 1時間ほど散策（山頂までは行 

きません）後、温泉に入ります。栗駒山の紅葉を楽しみましょう。 

須川高原温泉にはプールのような露天風呂があります。温泉の休憩 

室を借りたので、歩く自信のない方は温泉でお待ちください。雨天 

時は、散策の代わりに世嬉の一酒造の「酒の民俗文化博物館」を見 

学します。 

 

日時：10月６日（木）６：45集合（申込受付：９月 23日～９月 30日） 

 

日程：貸切のマイクロバスで行きます  

妙圓寺   7：00  須川高原温泉    10：00 

花巻南ＩＣ  7：10   散策・入浴・昼食 

山内ＰＡ   7：55  サハラガラスパーク 15：00 

湯沢ＩＣ   8：25  一関ＩＣ     15：40 

小安峡温泉総合案内所 9：20  花巻南ＩＣ     16：30 

       妙圓寺     16：40 

 

持ち物：弁当、飲物、雨具（カッパや傘など）、常備薬、保険証（コピー可）、入浴用品、

参加費、（あれば）熊よけの鈴（緊急連絡票はありません。申込の際に緊急連絡先

のお名前、電話番号、関係をお聞きします） 

※）温泉に売店と食堂がありますので、途中コンビニやスーパーには寄りません。 

 

服装：帽子、歩きやすい靴（防水性のあるものが望ましい。ぬかるみがありますので長靴

をすすめる人もいます）、セーターやフリース（10月の最高気温は 10度を下回るこ

とがあります）、ウインドブレーカーやヤッケ、膝の楽なズボン（伸縮性のある生地

のものを）、手袋（軍手） 

 

参加費：温泉入浴料を含みます。 

① ゆいっこ非会員（※１）＝1,500円、② ①の人を連れて来た被災者＝1,500円 

③ ①②に当てはまらないゆいっこ正会員・準会員（ゆいっこ新聞を受け取っている人）

＝2,500円 

④ ①～③に当てはまらない人＝3,500円（どなたでもご参加いただけます） 

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

 ここから切り取って、お出かけの前にご家族にお渡しください。一人暮らしの方は、下

記電話番号を緊急連絡先に指定した方にお知らせください。 

当日、事務所はお休みです。当日のお問い合わせは 

佐藤（一緒に出掛けます 090-2880-2689） 

岩田（留守番役です   090-7799-3697） 



１日（土）

２日（土）

２日（日）
♪文化会館自主事業
　 「花巻ジュニアミュージックフェスタ」

大
ホール

14：00～
入場料 500円

 小学生以下無料

６日（木）
♪「演歌！夢の師弟競演」
　松前ひろ子、三山ひろし他

大
ホール

18:30～21:00 5,000円

７日（金）
♪情熱　フラメンコ！！
　小松原康子スペイン舞踊団

大
ホール

18:30～20:30 5,000円

８日（土）

９日（日）

９日（日） ♪花巻市民芸術祭「三曲演奏会」
大

ホール
13:30～16:00 入場無料

10日（月）
♪宇佐元恭一リサイタル
　～シアワセトハ～

中
ホール

14:00～16:00
前売3,500円
当日4,000円

16日（日）
♪花巻市民芸術祭
　「第11回花巻市民合唱祭」

大
ホール

13:30～16:45  400円

17日（月）
ビデオセミナ―
　「再就職の進め方　その１」

中
ホール

9:30～11:00 入場無料

19日（水）
～

23日（日）

22日（土） ♪岩手県新舞踊協会舞踊発表会
大

ホール
9:30開場

10：30開演
前売1,500円
当日2,000円

23日（土） ♪花巻市民芸術祭「謡と仕舞の鑑賞」
中

ホール
13:00～16:00 入場無料

30日（日）
魅知国(みちのく)花巻寄席
　マルカン大食堂応援寄席

中
ホール

開場13:00
開演13:30

前売2,200円
当日2,400円

18歳以下1,000円

16日（日） 18：30～ 1,000円

文化会館の10月のイベント

なはんプラザ10月の催し

花巻ダンス同好会
 　お楽しみ抽選会・ドリンク・食事・豚汁付き

秋のパナソニックフェアー 9:30～16:30
中

ホール
入場無料

ガス機器展示会
展示

ホール
10：00～16：00 入場無料

さくらい呉服店京呉服展示会 10:00～19:00
展示

ホール
入場無料

箏曄会お琴コンサート 

日時：10月30日（日）  

    開場12：30 開演13：00 

場所：ホテルグランシェール花巻 金剛東の間 

プログラム： 

 一部 お琴演奏 

 二部 古川先生独唱 

 三部 お琴と古川先生の 

     コラボレーション 

古川精一先生とのコラボレーションです 
 

入場無料（チケットは発行しません） 
 

駐車場に限りがあります。乗り合わせでご

来場ください。 
 

問い合わせ：箏曄会 ２４－３４１９（佐藤） 


