
４日（土） 雨ニモマケズ朗読全国大会
中

ホール
13:00開演

大人1,000円
小中高生500円

11日（土・祝）
わんこそばの日

第59回わんこそば全日本大会
大

ホール
9:30開場 無料

13日（月）
萩咲く頃に
　出演　音無美紀子、大和田獏他

大
ホール

開場18:00
開演18:30

大人3,000円
小中高生2,000円

20日（月）

ビデオセミナー
「再就職の進め方
　その１　履歴書と職務経歴書の
             書き方が学べます」

中
ホール

9:30
～

10:45
無料

25日（土）
18:00開場
18:30開演

26日（日）
13:30開場
14:00開演

12日（日） 18:30～ 1,000円

26日（日） 13:30～ 1,000円
花巻市民社交ダンスクラブ
　　軽食・抽選会・飲み物あり

文化会館の２月のイベント

なはんプラザの２月のイベント

花巻踏友会
 　　軽食・飲物あり

第４１回花巻市民劇場公演
大

ホール

大人前売1,000円
　　 当日1,300円

小中高生前売500円
    　　　  当日700円

―― 紙の名簿をつくります ―― 

 

 ゆいっこ花巻の解散後、年に１回程度、ゆいっこ同窓会を開く計画が進んでいます。初回

の幹事も既に決まっています。その際の電話連絡のためと、お互いに連絡を取り合うこと

ができるように紙の名簿をつくります。 

 ただし、掲載も配付も希望者のみで、名簿に掲載されている方にのみ、同窓会のご案内

をします。 
 

 掲載するのは、次の３項目です。 

①氏名 ②住所（町名まで） ③電話番号 

  （例：ゆいっこ花子、花巻市一日市、0198-22-4748） 
 

 掲載/非掲載の希望を伺うアンケートはがきを同封しました。選択肢は、 

①名簿に掲載し、名簿を受け取る 

②名簿には掲載せず、名簿も受け取らない 

の２つです。自分の情報は掲載しないで名簿だけ受け取ることはできません。 
 

 はがきにご記入の上、２月10日必着で郵送してください。電話番号やお名前が見えること

が気になる方は、同封の個人情報保護シールを貼ってから投函してください。はがきを返

送されない方は名簿に載せませんし、名簿もお渡ししません。 
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25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

〒025-0073　花巻市一日市４-21

ゆいっこ花巻新聞
E-mail：info@yuicco.com

1月の予定

TEL/FAX：0198-22-4748

事務所・カフェ休み

白鳥・ヤクルト工場見学

・運営委員会13：30～　　・カフェ休み

バスツアーやまだ観光物産館とっと
　申込開始

 
 

  

―― 新年会 in 大沢温泉 ―― 

 1月19日、新年会が開かれました。降りしき

る雪の中を保健センターで待っていた人たち

を乗せて、バスは大沢温泉へ。 

 開会の挨拶に続き、内陸災害公営住宅、ゆ

いっこ同窓会と名簿、となりの畑を受け継ぐ

「花巻ゆいっこ畑の会」の会員募集と話があっ

て、昼まではおしゃべり、入浴と思い思いに過

ごしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12時にみんなで「いただきます」。食後はゆ

いっこ花巻愛を問う○×クイズです。間違えた

時点で脱落です。1問ごとに正解者は半減。 

 ４問目、「顧問の岩田さんの犬の名前は、楽

天の銀次からつけられた」を×と答えたのは

山崎さんただ１人。１位の山崎さんと、それま

で残っていた４名の方にお年玉のクオカード

が授与されました。 

 演芸会はなしの予定でしたが、ぜひマイクが

欲しいという声があり、急遽マイクを持ってき

てもらいました。演芸会の司会を買って出てく

れた平野さん！ ありがとうございました。 

 歌う人、もう一度風呂に入る人、おしゃべり

する人、寝る人、３時までのんびりできました。 

 事務所のパソコンで写真を見て、ご注文い

ただけます。 

―― からふるさんが来るよ!! ―― 

 １月13日一面の銀世界、深々と降り続く雪

の中、妙圓寺大広間に12人の子供たちが集

合。『からふる』とのワークショップは今回で３

回目です。 

 沢山のトイレットペーパーで遊びました。家

では「ダメ！」の怒声が飛ぶこと間違いなし。

子供たちは嬉々として伸ばして！伸ばして！ 

巻いて、転がして！ それは雪山であったり

海原であったりお花畑だったりのようでした。 

 次はちぎって！ちぎって！紙吹雪で～す。

次は袋に詰めて！詰めて！大小のボールの

完成。いつの間にかきれいにかたづいていま

した。 

 楽しい楽しいあっという間の１時間でした。

ママたちのストレス解消にもなったかも。 

（報告：熊谷） 
 

  
 

白鳥・ヤクルト工場見学参加者さんへ 

 双眼鏡をお持ちの方は、野鳥を見るために
ご持参くださると、より楽しめると思います。 
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1 水
2 木
3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土
12 日

13 月

14 火
15 水
16 木

17 金

18 土

19 日
20 月

21 火

22 水

23 木
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火

事務所・カフェ休み

2月の予定

・ママ・グランマお茶会
・気がかり会議13：30～

　

事務所・カフェ休み

・気仙沼会　風の季
・となりの畑（ソバ打ち）
・「花巻ゆいっこ畑の会」参加申込締切
・事務所・カフェ休み

企画会議13：30～

・名簿アンケートはがき締切
・バスツアーやまだ観光物産館とっと
　申込締切

浜ちゃん移動販売日　妙圓寺前14：00
　（マルイシ前での販売はありません）

おおつちバラエティーショー
　城山体育館

雨ニモマケズ朗読全国大会
　（チラシ参照・招待券あり）

・バスツアーやまだ観光物産館とっと
・事務所・カフェ休み

事務所・カフェ休み

・山田同郷人会　大沢温泉
・新聞発行日

・運営委員会13：30～　　・カフェ休み

 
 

  

  

  

―― 今後のお米の注文 ―― 

  ゆいっこ花巻では、東和町の農家さんから

お米を買い、みなさんに販売してきました。事務

所閉鎖後は、「ゆいっこから紹介してもらった」と、

直接農家さんに電話で注文してください。 

 ゆいっこでは仲介手数料をいただいていまし

たので、直接買う際には、これまでより500円安

くなるかもしれません。 

 平野さんのお宅は、東和町毒沢ですが、土沢

駅前に米の倉庫があります。そこで受け取るこ

ともできますし、無料で配達もしていただけるこ

とになっています。 

連絡先：平野高夫さん（電話 080-5579-4940） 

―― インク差し上げます ―― 

 プリンターのインクを間違って購入しました。ブ

ラックの２個組です。１個は開封してしてしまい

ましたが、インク排出口を密封しましたので、当

分は使えます。 

 型番の合うプリンターをお持ちの方に差し上げ

ます。事務所に取りにおいでになるか、着払い

で受け取ってくださる方に。 

 キヤノン純正品 BCI-320PGBK 

 適合機種：PIXUS MP990, PIXUS MP980, 

   PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620,    

  PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540,  

  PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS iP4700,  

  PIXUS iP4600, PIXUS iP3600 

花巻市内への避難者数 

釜石市 55世帯 99人、大槌町 76世帯 159人、陸前高田市 13世帯 18人、山田町 19世帯 38人、

大船渡市 17世帯 35人、宮古市 14世帯 25人、宮城県 21世帯 40人、福島県 8世帯 15人 

合計222世帯429人(平成28年12月28日時点) 

―― 私物をお引き取りください ―― 

 今まで、ゆいっこの活動のためにさまざまな私

物をお持ちいただき、ありがとうございました。 

 解散に向けて、物品の整理を始めました。お

入り用の物は２月10日までにお引き取りくださる

よう、お願いいたします。 

 その後も残っている私物は、物品処分委員会

で処分させていただきますので、ご了承ください。 
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―― やまだ観光物産館とっと バスツアー ―― 

 

年度計画ではかき小屋の予定でしたが、都合により「やまだ観 

光物産館とっと」に変更いたします。かきを含む海産物を自分で 

焼いて食べます。やまだ観光物産館は、山田町観光協会が運営・ 

管理するプレハブ建ての仮設商業施設です。観光案内所や特産品 

コーナー、イートイン・コーナーがあるＡ棟と地元商店が軒を連 

ねるＢ棟からなります。 

 

・日時：２月 17 日（金）8：45 集合  ・申込受付：１月 30日～２月 10日 

※）申込受付期間内にお申込みください。 

※）海鮮焼きは予約制のため、キャンセルは参加費をいただく場合があります。 

※）定員は 40 名です。定員を超えた場合は、キャンセル待ちをお受けします。 

※）バスツアー初回参加者優先枠はありません。申込順にご参加いただけます。 

・行程： 8：45 妙圓寺前集合     

9：00 妙圓寺前出発   

   （途中トイレ休憩２回） 

11：45 やまだ観光物産館とっと到着 

（昼食・買物） 

13：30 やまだ観光物産館とっと出発 

   （途中トイレ休憩２回） 

16：20 妙圓寺前帰着   

・参加費：海鮮焼き 1,500 円を含みます。 

 ① ゆいっこ非会員＝2,000 円、② ①の人を連れて来た被災者＝2,000 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）＝3,000 円   ※）①②の割引料金は、バスツアー参加初回のみです。 

 ④ ①～③に当てはまらない人＝4,000 円（どなたでもご参加いただけます） 

・持ち物：参加費、常備薬、保険証（コピー可）。     ※）弁当は要りません 

--------------------------------------------------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、

緊急連絡先に指定した方に、下記電話番号をお知らせください。 

 当日、事務所はお休みです。当日のお問い合わせは、 

やまだ観光物産館とっと（0193-77-4890） 

佐藤（一緒に出掛けます 090-2880-2689） 

小田嶋（留守番役です 080-3324-6492）までお願いします 

海鮮焼きのテーブルに一度に着

けるのは 25 名程度です。 

参加者が 25 名を超えた場合は、

２組に分けて食事することになり

ます。そのときは帰着が 30 分遅く

なりますことをご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

とっとちゃん 



　残念ながら、今年の３月末日で、「いわてゆいっこ花巻」が、発展的解消となります。

　活動の一つの「となりの畑」の存続の熱望があり、活動内容を一部変更して、

「花巻ゆいっこ畑の会」で続行する運びになりました。

　いわてゆいっこ花巻の会員で、「花巻ゆいっこ畑の会」に賛同される方の

入会をお待ちしております。

◆「花巻ゆいっこ畑の会」の目的と主な内容は、以下の２点です

　①野菜栽培、収穫

　　・畑栽培収穫の共同活動を通じ、心身の健康の維持向上を図る

　　　栽培畑の内訳：共同畑と個人畑

　　　活動頻度：共同畑が週２回、個人畑は適宜

　②収穫祭＋温泉いこいの会

　　・収穫した野菜を会員で料理し味わって、楽しく懇親を図る

　　・花巻温泉郷の温泉に入り、心身を和らげる

　　　活動頻度：それぞれ月１回

　　★②の収穫祭＋温泉いこいの会だけの入会も歓迎です

◆交通手段がない方には、会員がアシストします

◆会費（予定）： １０００円／年

◆申し込み期限： ２０１７／２／１３（月）

◆問い合わせ、申し込み先

　吉田　清弘 花巻市星が丘２丁目２９－１９

　TEL、FAX ０１９８　２２　６８９７

　携帯、Ｃメール ０９０　９０３２　６８９７

　　　「花巻ゆいっこ畑の会」　会員募集　　　

＜＜　募集要項　＞＞　　　


