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ゆいっこ花巻新聞
〒025-0073　花巻市一日市４-21

―― 夏の焼肉交流会 ―― 
 
 カラ梅雨で安心していましたが前日に予報が変わり、

大雨の中の交流会となりました。場所を鳥谷ヶ崎公園

から事務所に変更しましたが、予定の30名全員が集

まりました。 

 前日からの料理下ごしらえ、朝からの道具運び、１

時間前からの炭火起こしと周到な準備で定刻４時に開

会しました。 

 ウオーミングアップのおしゃべりで喉もかわいていた

のでしょう。アツアツの焼肉、野菜、一日煮こんだおで

ん、程よい塩加減の漬物の山が見るみるうちに飲み

物と一緒に胃袋の中に納まっていきました。（でも一番

のごちそうは夏休みに入って孫が遊びに来るなど、お

しゃべりのネタでしょうかね？） 

 富士子共同代表のヤギの名前募集のご案内、スイ

カ割りの余興もあり、２時間半は、あっという間でした。 
 
  
  
  
 

―― 七夕飾り ―― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ８月４日、気がかり世帯スタッフを中

心に、ゆいっこ会員のほか妙圓寺

ローズコーラスさん、二枚橋福寿会さ

んのお手伝いもいただいて、竹飾り

をつくりました。４日だけでは終わら

ず、５日、６日と作業に来た人もいま

した。 

 運営委員会の出席者で外のアー

ケードの柱に立てました。吹き流しが

風に揺れ、笹の葉が立てるサラサラ

という音も涼しげでした。 

  

―― 花巻市への避難者数 ―― 
 

釜石市 60世帯 109人、大槌町 82世帯 173人、陸前高田市 16世帯 25人、 

山田町 18世帯 36人、大船渡市 18世帯 38人、宮古市 14世帯 24人、宮城県 23世帯 43人、 

福島県 ８世帯 15人                合計 238世帯463人 (平成27年７月31日時点) 
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1 火 気がかり会議10：00～

2 水

3 木

4 金 ママ・グランマお茶会


5 土 浜ちゃん移動販売日

6 日 一日市朝市（ゆいっこ事務所前）

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月 となりの畑

15 火

16 水

17 木 となりの畑

18 金 お茶っこ会

19 土 浜ちゃん移動販売日　　事務所休み

20 日 うたごえの集い　

21 月

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月 となりの畑

29 火

30 水

山田同郷人会　台温泉・ホテル三右エ門

気仙同郷人会　大沢温泉
となりの畑

気仙沼会　大沢温泉
大槌同郷人会　大沢温泉

9月の予定

となりの畑

結海イベント
花巻まつり

となりの畑
企画会議13：30～

となりの畑

新聞発行

となりの畑
運営会議13：30～　　カフェ休み

―― 一日市朝市抽選会 ―― 

 ９月６日の朝市では、抽選会が行われます。 

 一日市商店街のお店で購入した金額に応じて抽選

券がもらえます。景品は、納豆、豆腐、箱ティッシュ、

飲み物（缶ビール、ジュース、栄養ドリンク等）です。 

 朝に強い方は、ぜひお越しください！ 

 毎回先着200名に玉子１パックプレゼント。 

―― お茶っこ会 in 志戸平温泉 ―― 

日時：９月18日（金）10：30～15：00 

         （志戸平温泉入浴・個室で昼食） 

ただし、60歳以上の申込が4名に満たない場合、

グリーンホーム落合での入浴（300円）・昼食（300

円～）となります。 

・妙圓寺駐車場集合10：30、15：00帰着予定 

（妙圓寺まで送迎します） 

・参加費：弁当代1080円 

・持ち物：タオル 

・先着12名まで・申込みが必要です 

・志戸平温泉の場合、キャンセル不可。弁当が予

約のため、欠席の場合でも代金をいただきます。 

              申込み締切：９月15日

―― 結海 従業員急募 (被災者を優先的に採用します） ―― 

勤務日：シフト制（休日・月７日） 

雇用期間：平成27年９月１日～平成28年３月末 

勤務時間：8：30～17：30（冬時間あり） 

月給制、年齢不問、各種社会保険加入  

※）結海イベント、朝市等のお仕事もあります 

問合せ：結海 花巻市西宮野目11-88 

     （金婚亭隣）   電話26-2280 

お詫び：先月のゆいっこ新聞で、雇用期間

に誤りがありました。申し訳ありません。 

勤務開始日は平成27年９月１日です。 

―― うたごえの集い ―― 

日時：９月20日（日） 14：00～16：00 

場所：結海 

参加費：1000円（ワンドリンク付） 

♪心の歌、日本の歌、想い出の童謡・唱歌 

  から昭和のヒット歌謡曲、演歌まで♪ 

―― 結海イベント ――  

 ９月の結海定食は、限定30食 

「サンマ定食」です。 ただし、当日の 

入荷状況によってはメニューの 

変更もあります。ご了承ください。 

2



―― 『魔法の９』上映会 ―― 
 

 女性フリーカメラマンの前田真吹(まえだ しぶき)さんは、9.11後、アフガニスタンで井戸を掘る

支援活動をしていました。  

 子供達が戦争の犠牲になり、苦しい生活を強いられる姿を目の当たりにします。 戦闘の激

化により、わずかばかりの、その支援活動すらも中止を余儀なくされます。 

  「何で、こんな事が起きるの」「何で、この子達がこんな目にあわなければならないの」「何で、

戦争をするの」。たくさんの疑問を抱える前田さんは、高松空襲の体験を語り継いでいる方と出

会います。 

  「戦争とは何か」 「９条って何だ」 「子供達のために、何ができるのか？」をテーマに、日本の

戦争体験を語り継ぐ人々のインタビューをつづったドキュメンタリー。 

 圧倒的な取材量と、批判や否定をはさまない真摯な製作姿勢が、否応もない説得力をもって

訴えかけます。 

☆ 花巻上映会 ☆ 

日時：８月31日(月）14：00～16：00 

場所：妙圓寺 本堂 

入場無料 

問合せ先：0198-23-5439（妙圓寺） 

       090-8101-7526（ふじね） 

☆ 北上上映会 ☆ 

日時：８月31日(月）19：00～21：00 

場所：北研修センター 和室 

大人1000円、中・高校生500円 

問合せ先：080-3191-4123（かわべ） 

       090-8101-7526（ふじね） 

上映後、監督を囲んでのお話会を予定しています。 

勤務開始日は平成 年９月１日です。

―― 魚屋 浜ちゃんの移動販売 ―― 
 

浜ちゃんが、移動販売を開始します。 
 
毎月第１・３・５土曜日 

・妙圓寺さん前平和村広場  14：00～15：00 

・一日市・洋品店マルイシさん横駐車場 

15：00～16：00 

第１回は８月29日（土）です。 

旬のホヤ、ホタテ等がメインですが、その他の

魚もあります。 
 
魚屋 浜ちゃん 注文電話 080-1830-7323 

           ＦＡＸ    29-6100 

―― お米あります ―― 
 

玄米30キロ 5500円 

白米28キロ 6500円 
 
配達料 

・旧花巻市内 400円 

・旧東和町・石鳥谷町・大迫町 500円 
 
 

―― 命名！ チャーチャ ―― 

 夏の焼肉交流会で写真を回覧した富士子代表のヤギの 

名前が決まりました。 

 命名：チャーチャ（茶色いからですね？ 富士子さん） 

 いろいろな名前のアイデア、ありがとうございました！ 

―― ベルマーク ―― 
 
随時受け付けています。

事務所にお越しの際、

お持ちください。 
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３日（木）
～

６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

６日（日）
綾小路きみまろ
　爆笑スーパーライブ

大
ホール

14:00～
チケットは完売
しました

20日（日）
♪第35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

21日（月）
♪矢沢中学校吹奏楽部
　第28回定期演奏会

大
ホール

14:30～16:30 入場無料

26日（土）
♪第21回花巻北中学校
　吹奏楽部定期演奏会

大
ホール

14:00～16:00 入場無料

27日（日）
第10回花巻市民芸術祭
第27回岩手県ピアノ音楽協会
花巻支部♪「ピアノコンサート」

大
ホール

13:30～16:30 500円

27日（日）
Klavier－Koncert　2015
（ピアノ教室発表会）

中
ホール

1)10:00～12:00
2)14:00～16:00

入場無料

５日（土） なはん市

11日（金）
～

13日（日）
第27回花巻郷土芸能祭

第25回
宮沢賢治賞・イーハトーブ賞表彰式

宮沢賢治学会総会

22日（火）

なはんプラザ９月の催し

文化会館の９月のイベント

まなび学園の催し

生涯学習のための施設です。さまざまな市民講座を開いています。
受講生は広報「はなまき」で募集します。

一般市民の
入場可

13:30～14：30

11：00～14：00

13:30～15:30

10：00～12：00
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【超重要】マイナンバー通知を居住地で受け取るには 
 

【マイナンバーが世帯ごとに、住民票の住所に郵送されます】 

住民票の住所と異なる所にお住まいの方は、お住まいの住所に住民票を移してく

ださい。 

 

【やむを得ない理由で住民票を移せない場合は？】 

居住地で受け取りたいという申請が必要です。まずは住民票のある市町村に電話

して、「住民票と違う所に住んでいるが、マイナンバーを受け取るにはどうしたらい

いですか」と聞いてください。申請しないとマイナンバー通知を受け取れない場合

があります。 

 

【申請期間】８月 24日(月曜日)～９月 25日(金曜日) 

申請方法など詳しくは下記にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧く

ださい。 

 

【問い合わせ】花巻市役所総務課マイナンバー対策室（電話 24-2111内線 473） 

-------------------------------------------------------------------------- 

花巻市・空き家バンク 

 
花巻市の秘書政策課は、27 年８月から「空き家バンク」を開設しました。インタ

ーネットで「花巻市・空き家バンク」で検索できます。 

 「市内に空き家を持っています！」 

 「花巻に住みたいけれど、空き家はありませんか？」 

 花巻市の秘書政策課定住推進係に登録された物件を、市のインターネットで公表

する制度です。空き家所有者と、空き家を買いたい・借りたい人が、市役所と連携

する不動産業者とともに相談を進めます。 

 市のホームページに詳しい場所、間取りなどが示されています。ゆいっこ事務所

においでください。パソコンなんて使ったことないという方も、事務局がお手伝い

しますから、一緒に調べましょう。 

販売価格や家賃は載っていませんが、家主さんの中には「幾らでもよい」、あるい

は「固定資産税が払えるくらいであれば安くてもかまわない」という人もいるそう

です。値段は交渉次第ということです。気になる物件があったら、まずは市役所で

「空き家バンク利用登録」をしましょう。 

ほとんどの家には家財道具が残っていますが、契約締結後に処分する、あるいは

借り手・買い手が処分してくれるならその分値引きするということです。 



 

ＭＣＩのうちに見つければ、認知症は予防できる 
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 認知症と診断される前段階で、以前と比

べて認知機能が低下している状態をＭＣ

Ｉ（軽度認知障害）と呼びます。ＭＣＩの

うちに気が付いて、脳に適切な刺激を与え

るなどの対策をとれば、認知症の発症を予

防できる可能性があります。 

 

こんな性格の変化は見受けられません

か？ 

□イライラしていることが増えた。 

□急に陽気になったり、急にふさぎこむよ

うになった。 

□なま返事が増え、投げやりな感じになっ

てきた。 

□人の意見を聞かず、さらに頑固になった。 

□何かとすぐに人のせいにするようにな

った。 

□失敗をごまかしたり、言い訳することが

増えた。 

□何もせずボーッとしていることが増え

た。 

□寂しさや不安を口にするようになった。 

□悲観的なことを言うなど、うつ的な感情

が目立ってきた。 

 

以前と比べて変化したと思われる項目

をチェックしてください。３つ以上チェッ

クが入る人は要注意。病院への受診を検討

してください。認知症に対応する診療科は、

精神科、神経内科、老年科、もの忘れ外来

など。 

 

ＭＣＩの人は、もの忘れや失敗が増えた

ことに、不安や葛藤を抱えています。そう

した気持ちから生じる言葉や行動が、家族

や周囲の人からは、性格が変わったように

見えることもあります。 

分かりやすいサインは、イライラしたり、

落ち込んだりが増えることです。また、以

前なら失敗を笑って済ませたり、素直に謝

っていた人が、何かと言い訳するようにな

ったりします。頑固な人がさらに頑固にな

ることもあります。これらは、本人が自信

をなくし、弱みを見せたくない思いから強

がっているせいとも考えられます。 

ＭＣＩの人は、少し複雑な作業に対して

やる気を失いがちで、周囲への依存心が高

くなる傾向があります。そのため、以前は

自分でしていた作業を、すぐに人に押し付

けるようになります。書類へのサインのよ

うに、簡単なことでもやらなくなるのは、

漢字がうまく書けなくなっているのかも

しれません。あるいは、依頼の内容をしっ

かり読み込めなくなっているとも考えら

れます。 

 また、次に何をしていいか分からなくな

っていたり、行動意欲がわかずにボーッと

している時間が増えることもあります。 

 ＭＣＩの可能性に家族が気づいたら、早

めに医療機関での受診を勧め、ともに予防

対策に取り組むようにしましょう。 

 

JAF Mate 2015/8・9号より 


