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ゆいっこ花巻新聞
〒025-0073　花巻市一日市４-21

１月の予定

・運営委員会13:30～
・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

―― お茶っこ会で健康棒体操 ―― 
 

 秋の温泉交流会（志戸平温泉）に来てく

れた札幌・ハーモニー気功会さんが、また

来てくれます。お茶っこ会で健康棒体操教

室を開催します。 
 
日時：２月９日（火）10：00～15：00 

場所：健康増進施設 健考館 

内容：健康棒体操、昼食（健康定食）、 

    温泉入浴 

集合：保健センター9：20 

    ゆいっこ事務所9：30 

参加費：1,000円 

持ち物：タオル、（お持ちの場合は）健康棒 

申込み締切：２月１日（月） 

 

※）集合場所まで送迎いたします 

※）弁当を予約しますので、申込み後の

キャンセルは２月５日（金）まで。これ

より後のキャンセルは参加費を全額いた 

 だく場合があります。 
 

―― 認知症サポーター養成講座 ―― 
 

 １月14日、高齢者の集う家・ひろし食堂で、認知

症サポーター養成講座が開かれました。参加者

は非ゆいっこ会員５名を含め23名。資料が足りな

くなる大盛況でした。 

 認知症について知り、認知症の方に対する接し

方を学ぶ講座です。講師の話のほか、助手によ

る寸劇（コンビニの店員と認知症の客との会話や、

帰り道がわからなくなった人への対応）もありまし

た。 

 認知症の方と接する際に気をつけることについ

て教わったほか、認知症の夫を10年間介護して

見送った女性の体験談も聞くことができました。 

 もっと詳しく聞きたい、知りたいというご希望が

ありましたら、事務所にお知らせください。続きの

講座を検討いたします。 
 
 
 
 
 
 
 

―― おらほのわらしゃんどの 

わんこそば大会 ―― 

参加者募集！！ 

とき：２月27日（土） 10:30～14:00 

内容：わんこそば大会とお楽しみ会 

場所：妙圓寺２階（送迎はありません） 

対象：参加してみたい、興味がある幼児から 

    小学生とその保護者。 

申込み締切：２月17日（水） 

申込先：ゆいっこ花巻事務所 

 参加費：１人300円 

―― 年賀状 

ありがとうございました！ ―― 
 
 花巻・Ｏさん、まんまるママいわてさん、

早々の年賀状、どうもありがとうございまし

た！ すみません、ゆいっこ新聞での答礼

とさせていただきます。 
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1 月 お茶っこ会（健康棒体操教室）申込み締切

2 火
3 水

4 木 企画会議13：30～（第２木曜が祝日のため）

5 金 ママ・グランマお茶会

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金
13 土
14 日
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金

20 土

21 日
22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日
29 月

おらほのわらしゃんどのわんこそば大会　妙圓寺
　（詳しくは前ページをごらんください）

・運営委員会13：30～
・カフェ休み

結海イベント
　（結海定食（30食限定）：さんま唐揚げ野菜あんか
　　け・大根の煮物・茎ワカメと玉ねぎのサラダ）

・気仙沼同郷人会　ホテル三右エ門
・お茶っこ会　健考館（健康棒体操教室）
・気がかり会議　健考館

浜ちゃん移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

・山田同郷人会　大沢温泉
・新聞発行日

２月の予定

となりの畑　そば打ち

・雨ニモマケズ朗読全国大会
・浜ちゃん移動販売はお休み

花巻市への避難者数 

釜石市 58世帯 103人、大槌町 84世帯 175人、陸前高田市 15世帯 21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 43人、福島県 9世帯 18人 

合計 236世帯454人 (平成27年12月28日時点) 

―― 地球へのバラード 

宮沢賢治のうた ―― 
 
日時：２月７日（日）15：00開演 

場所：なはんプラザ 

料金：1,000円 

※）詳しくは同封のチラシをごらん

ください。 

※）被災者の方に招待券を差し

上げます。ご希望の方は、事務所 

  にお電話ください。 

―― そば打ち体験 ―― 
 
 となりの畑で収穫したそばを

使ってそば打ちをし、みんなで食

べましょう。となりの畑メンバー以

外の方も大歓迎。そば打ちに興

味のある方はぜひおいでください。 
 
日時：２月８日（月） 

    ９：00～13：00 

場所：ゆいっこカフェ 

申込先：ゆいっこ花巻事務所 

（となりの畑メンバーでない方は、 

申込みが必要です） 

参加費：無料 
 
 

―― お米あります ―― 

東和町毒沢産 ひとめぼれ 

 （平成27年産） 

玄米30キロ 6,100円 

白米28キロ 7,100円 

 配達料 旧花巻市内 400円 

       それ以外    500円 

・結海イベントは２月が最終回です。３

月は沿岸の合同慰霊祭出席のため、イ

ベントはお休みです。 

・３月20日ごろ、結海感謝祭として鍋祭

りを開催する予定です（詳しくは次号ゆ

いっこ新聞で）。 
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緊急情報！ 

 

1 月 25 日（月）のニュースで各社から報道されましたが、岩手県は内陸災害公営

住宅を建設する前提で、内陸の「みなし仮設住宅」などに暮らす被災者の意向調査

を始めます。1月 25日に調査票を発送し、2月 15日が回答の締切日です。 

この調査結果により、内陸災害公営住宅の建設場所や建設戸数について具体的検

討に入る予定です。県が考えている入居希望の自治体として、盛岡市・花巻市・遠

野市など被災者が多い地域を選定し、2018年度までに整備を完了する意向です。 

ご自分のことは当然ですが、被災者仲間の希望も考えて、最後のチャンスを生か

せるように回答して下さい。 

 



医療機能情報提供制度（医療情報ネット） 

 「医療情報ネット」と検索すれば、診療科目、診療日、診療時間や対応可能な疾

患治療内容等の医療機関の詳細がわかります。スマホ、携帯でも検索できます。外

国語にも対応しています。 

 住民・患者が適切に医療機関を選択できるよう、厚生省が全ての医療機関に都道

府県知事への情報提供を義務づけ、その内容を公表するものです。都道府県は医療

機関から提供された情報を整理して、ホームページで公表しています。 

 これらには、医科・歯科・助産所・調剤薬局が含まれます。インターネットで、「医

療情報ネット」を検索してください。事務所のパソコンでも検索できます。 

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

ドクターサーチいわて 

めんこいテレビが、2013年３月時点で調査した岩手県の医科と歯科のリストをイ

ンターネットで公表しています。公表内容は医療機関の自己申告で、内容が現状と

異なることもあります。調剤薬局情報は含まれていません。 

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

無料低額診療事業 

無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によっ

て診療を行う事業です。これは生活が改善するまでの一時的な措置で、無料診療は、

生活保護開始までの最大３カ月です（生活保護を受けた場合は、医療費の自己負担

はありません）。 

盛岡市～北上市で、この事業を行っている病院は次のとおり（残念ながら花巻市

内にはありませんでした）。 

１、川久保病院（盛岡市津志田 26-30-1 電話 019-635-1305） 

２、もりおかこども病院（盛岡市上田字松屋敷 11-14 電話 019-662-5656） 

３、北上済生会病院（北上市花園町 1-6-8 電話 0197-64-7722） 

４、根本小児科医院（北上市芳町 6-5 電話 0197-63-4687） 

 

無料・低額診療制度の利用方法（川久保病院のホームページより） 

①申請：実施している病院にお申し出下さい。制度の適用の有無にかかわらず、ま

ず必要な治療を始めます。少しでも早く治療を始めることが大切です。安心し

て受診してください。 

②面談：制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。お話の内容により、

制度の利用が必要とされた場合には適用となりますが、ならない場合でも治療

費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすように

相談に応じています。他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをお

すすめすることもあります。 

③決定：適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。無料・低額診

療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源

の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。 



５（金）
平成27年度
　第10回花巻市教育委員会
　児童・生徒栄誉賞授与式

大
ホール

未定 入場無料

６日（土） 「雨ニモマケズ」朗読大会
中

ホール
13:00～17:00

800円
 高校生以下無料

６日（土）
～

７日（日）

平成27年度正時堂
　ヤマハ音楽教室発表会

大
ホール

1)10:00～12:00
2)14:30～16:30

入場無料

７日（日） 魅知国岩手寄席
中

ホール
11:00～13:00
14:00～16:00

前売2,200円
当日2,500円

大
ホール

10:30～15:45

中
ホール

11:00～15:45

１４日
（日）

瀬川ピアノ教室ピアノ発表会
中

ホール
未定 入場無料

２６日
（金）

堂園晴彦先生講演会
「命の傍にいて」
　～生まれる前の命から
　　亡くなった後の命まで～

中
ホール

18:30～20：00 入場無料

27日（土） 18:30～20:30

28日（日） 14:00～16:00

28日（日） 13：30～
1,000円

（軽食付き）
花巻市民社交ダンスクラブ

文化会館の２月のイベント

なはんプラザ２月の催し

第40回花巻市民劇場
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）

１１日
（木）

第58回
　元祖わんこそば全日本大会

入場無料
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「私が歌 うわけは一滴の涙、くや しさといらだちの一滴の涙…・」
(谷 川俊太郎「私が歌う」より)

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム アカデミー声楽アンサンブル

指揮 佐藤望 (慶應義塾大学教授)、 ピアノ 林秀 (声楽指導 古川精一、川田早苗)

宮沢賢治児童合 E昌 団 (花巻公演のみ)

指揮 古||1精―

谷川俊太郎作詞 三善晃 作曲 含唱曲《地球へのバ ラー ド〉 全曲

小学唱歌 赤 とんぼ、ふるさと

宮沢賢治 星め ぐりの歌、精神歌 他

賊 言r'月 7日 (日)   |
」R花巻駅前なはんプラザCOMZホ ール

|

15:00開 演 (14:30開 場)      |
入場料 19000円
(花巻での収入は学生の大槌町派遣のために使用 します )

チケット販売。お問い合わせ :

NPO法人花巻寺町文化村協議会

電話 0198‐ 23‐5439

鼎 :.:」

■大槌公演

2016年 2月 8日 (月 )

大槌たすけあいセンター
14:30開 演

入場無料
(大槌町の皆様からご招待 )

お問い合わせ :

遠野まごころネット大槌たすけあいセンター

電話 0193‐42‐7666

策1白 本大震災被災著1支援のために

(株 )白寿生科学研究所寄附実験授業関連企画
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鏃 訛

主 催「雨ニモマケズ」朗読全国大会実行委員会雇瑾
花巻市商工会議所 。一般社団法人花巻観光協会 O NPO法人寺町文化村

八郎潟文化村協議会 。∃ミュニティ広場すまいる

後 援 花巻市・花巻市教育委員会・岩手県教育委員会 。
(株 )林風舎・花巻文化村

宮沢賢治学会イー八トーブセンター。国際ソロプチミスト花巻・岩手日報 (株 )

岩手日 新々聞・朝日新聞盛岡総局・読売新聞盛岡支局・毎日新聞盛岡支局
河北新報社盛岡総局・NHK盛岡放送局 。NHK文化センター盛岡支社
(株)18C着手放送・テレビ着手。(株)着手朝日テレビ・めんこいテレビ
花巻ケーカレテレビ。えふえむ花巻 (株 )。 岩手県空港ターミナルビル (株 )

問い合わせ先 :「雨ニモマケズ」朗読全国大会実行員会事務局

イリ ビラ
(朗読 |二人芝居 )

コミュニティ広場すまいる TEL 090… 6454… 3210(菊池)メールsmitthiroba@roselplablo「 .jp
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