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ゆいっこ花巻新聞

3月の予定

TEL/FAX：0198-22-4748

〒025-0073　花巻市一日市４-21

施済情報確認、また次回イベントの連絡等々。 

と続き、最後は必ず「ゆいっこの今後は」とい

う話題になります。 

 ５年の中で何度か、いつまで続けるのかと 

いうことで悩みましたが、やはり被災の皆さん

の住まいが決まり、それぞれの地域にとけ込

めるまで少しでも支えになりたいと考えて現在

に至っています。 

 花巻も今年はとっくに土が顔を出しています。 

「となりの畑」グループも今シーズン第1回目

の作戦会議を済ませました。他にもいろいろ

な芽が出てきそうな、そんな気がしています。 
 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
  

いわてゆいっこ花巻共同代表  

鈴木 富士子 

 震災から５年。ひたすら走り続けた５年でし

た。 

 震災３日後に支援団体を立ち上げ、全国か

ら届いた物資を被災地に配りました。仮設住

宅に足を運び、避難者の方に話を伺い、胸が

締め付けられました。 

 何とかしてあげたいという思いに駆られまし

た。 

 復興にはまだまだほど遠い状況です。これ

からも避難者と共に生きていきたいと心から

思います。 

―― 追悼行事 ―― 
 
 ３月11日、妙圓寺（花巻市愛宕町）にて東日

本大震災追悼行事を行いました。 

 林正文住職の挨拶、読経に合せて献花が

行われました。 

 その後、シンガーソングライター宇夫方景

子＆荒関忠之のデュオ、ローズコーラスの合

唱、最後に全員で「記憶に残すということを象

徴的に 短歌という伝統的 

なものに託す試み」と題し 

て、被災した高校生の14 

人の短歌を林光太郎副 

住職と朗読をしました。 

 14時46分、鐘楼にて勿 

忘（わすれな）の鐘をつき 

黙禱。 

 大広間にて、約50人で 

会食をしました。 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

いわてゆいっこ花巻代表  

大桐 啓三 

 ゆいっこ花巻の日常の活動内容は、月１回

開催の運営委員会で決められています。委員

８名の出欠確認後、経費予算の執行状況を

事務局から説明。事務局、各企画からの実 
 

-- 備品・消耗品差し上げます -- 

 事務所やイベントで使用した備品・

消耗品を差し上げます。お１人３点

まで。なくなり次第、終了。平日９時

から４時まで、事務所にて。 

 ※）ボールペン、ノート、衣装ケー

―― 衣類の日 ―― 

使用しない衣類や毛布が

あったら、花巻市の「衣類

の日」に出せます。支援物

資でもらったけれど、サイ

ズが合わない衣類を出す
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1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木 お花見交流会申込み締切

8 金

9 土

10 日

11 月 となりの畑

12 火 大槌同郷人会　大沢温泉

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木 運営会議　13：00～

29 金

30 土

4月の予定

・気仙沼会　ホテル三右エ門
・気仙同郷人会　風の季
・となりの畑

企画会議　13：00～

となりの畑

となりの畑

・山田同郷人会　藤三旅館
・新聞発行日

・ママ・グランマお茶会　10：00～
・気がかり会議　13：00～

浜ちゃん移動販売日
　妙圓寺前14：00　マルイシ前15：00

お花見交流会（日帰りバスツアー）

―― お花見交流会 ―― 
 

 春の青森に日帰りバス旅行をしましょう。 

 弘前城でお花見をして、温泉、産直での買い

物を楽しみます。ただし、桜の開花状況によっ

ては、行き先が変更になる場合があります。 
 
・目的地：青森県 

・日時：４月19日（火） 

    集合8：15（妙圓寺） 

    出発8：30 

    解散19：00（妙圓寺） 

・参加費：1,000円（弘前城公園入場料込み。 

      昼食・温泉は自費です） 

・持ち物：タオル（温泉に入る方） 

・定員：20名 

・申込み締切：4月7日（木） 
 
※）昼食は弘前城公園内で予定しています。 

  お弁当は必要ありません。 

※）ゆいっこ会員でない方もぜひお誘いください 

   どなたでもご参加いただけます。 

―― 復興の光大賞16特別賞 ―― 
 
 ３月17日、大桐代表が上田花巻市長を訪問、

「日本復興の光大賞16特別賞」の受賞報告を行

いました。 

 去る３月３日（木）、東京・元赤坂の明治記念

館にて第２回「エルトゥールル号からの恩返し 

日本復興の光大賞16」表彰式・懇親会が開催さ

れました。ゆいっこ花巻はこの特別賞を受賞し、

鈴木富士子共同代表が表彰式と懇親会に出席

いたしました。 

 池上彰審査委員長による記者会見、その後の

表彰式の模様は、日本トルコ文化交流会のホー 

  ムページから動画でご覧ください。 
 

花巻市への避難者数(平成28年2月29日時点) 

釜石市57世帯102人、大槌町84世帯174人、陸前高田市15世帯21人、

山田町18世帯36、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235世帯452人  
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電力自由化 
これまでは地域で決められていた電力会社としか契約できなかった電気。2016年

の４月の「電力自由化」以降は、現在の電力会社だけでなく、新たに参入する電力
会社からも電気を契約できるようになります。 
花巻ではどんな電力会社があるのか。そこと契約すると電気料金はどのぐらい変

わるのか。花巻市内で次のような暮らし方をしている家庭をモデルに、インターネ
ットで調べてみました。 

いまのプラン 

・アンペア数：40Ａ 
・２月の電気代：8,000円 
・世帯の小学生以上の人数：２人 
・ガスの契約：都市ガス 

・日中の在宅状況：         
家族の半分以下が家にいる 

・夜間（22時以降）の暮らし方： 
全員寝ているか不在 

・週末・休日：ほぼ家にいる 

結果、東北電力以外のおすすめ会社は次のとおり。 
①auでんき：1年間に 1,394円節約 
（auは電話会社。24時間同一の料金単価。au携帯電話とのセット割引あり） 

②HTBエナジー H.I.S：１年間に 3,052円節約 
（H.I.Sは旅行会社。24時間同一の料金単価。 
旅行と一緒に申し込むと様々な特典あり） 

③イーレックス：１年間に 84円節約 
（イーレックスは新電力の１つで、各施設に電力の小売販売を行っている） 

④J:COM電力:1年間に 3,396円割高 
（J:COMはケーブルテレビ事業を行う会社） 

 この結果は、あくまでも上の    内の条件で算出した金額です。設定条件に
よっては、違う結果になります。 
 興味のある方は、最新の請求書を持って事務所においでください。お宅の条件に
合った電力会社をパソコンで探すことができます。 

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

新しいこころみ 「友達つくり作戦」 

 沿岸の災害公営住宅の完成が、花巻の被災者がみなし仮設住宅から退出する日と

関係があることは以前に報告しました。例えば、大槌で被災して花巻のみなし仮設

に入居している場合、大槌で最後の災害公営住宅が完成すると、岩手県とみなし仮

設の家主の契約も終了します。その時期は 2018 年度末と予想されます。沿岸と違い、

内陸には仮設住宅がないので、雨をしのぐ場所はありません。早めの自立が必要な

理由です。 

 内陸に災害公営住宅を建てる必要があるか、昨年 1 月に調査がありました。その

後県は、内陸に災害公営住宅を建てることを沿岸市町が認める条件を話し合いまし

た。先日皆さんへ届いたアンケートに書かれた条件がそれに当たります。 

 いずれにしても、自立の時期が近づいていていることは間違いありません。そこ

で起きる問題は、花巻へ定着する方々が、いかに地域へ溶け込むかです。となりの

畑作業に一般市民が参加しました。すぐに友達になりました。他の活動にも皆さん

のご近所さんをお誘いすることを考えています。友達つくり作戦です。どのように

実現するか検討中ですが、誰と一緒に出掛けるか？ イベントカレンダーを眺めな

がら考えておいてください。 



２日（土） セミナー（電力自由化について）
展示

ホール
10：30～
14：30～

無料（定員あり、
申込み0198-33-4162）

８日（金）
～

１０日（日）

陽だまり工房
リフォームイベント
（水回りから大改築まで）

展示
ホール

10：00
～

17：00
入場無料

１６日（土） 13:00～19:00

１７日（日） 9:30～18:00

２３日（土）
「ちえりとチェリー」
　　　　　花巻上映会

大
ホール

1)14:00
2)16:00
3)19:00

前売大人1,100円
　　　　　小700円
当日大人1,500円
　　　　 小1,000円

２日（土）

３日（日）

１０日（日）
開場13：30
開演14：00

　一般：
　　　2,000円（2,500円）
　小学生以下：
　　　700円（1,200円）
　※（　）内は当日料金

１０日（日） 18：30～
1,000円

（お楽しみ抽選会・ドリン
ク・食事・なめこ汁付き）

24日（日） 18：30～
1,000円

（軽食・飲み物・抽選会
あり ）

チューチューマリンコンサート　Vol.９

花巻ダンス同好会

花巻ソシアルダンスクラブ

文化会館の４月のイベント

なはんプラザ４月の催し

第33回
岩手県ピアノフェスティバル

大
ホール

入場無料

住友不動産新築そっくりさん大感謝祭
　　　　　　　　　　　2016　in なはんプラザ

10:00 ～ 16:00

住友不動産 新築そっくりさん大感謝祭2016 in なはんプラザ 

 

◆住まいの個別相談＆セミナー（予約優先）無料 

◆『知っ得セミナー』 （セミナーの開催時刻を知りたい方は、事務所へお電話ください）      

     ・インテリアコーディネート ・税金対策について  ・ゼロ金利について  

     ・電力自由化について   ・整理収納セミナー   ・ＬＥＤ照明・省エネ 

◆ご予約・ご来場・ご成約特典満載！ 

◆ ご予約の方には招待状をご用意 。招待状は特典引換券 ・予約券となります。 

◆ご来場のみでも来場記念品を準 備          ◆駐車場無料券あり 

◆見て、さわって体感コーナー 

      耐震大型模型 ・耐熱性能体感模型 ・当社標準ハイグレードな住宅設 備機器展示 

◆お子様コーナー： 工作キットを使って作ってみよう！  

    4月2日（土） ＬＥＤ電球を作ろう！ 4月3日（日） 光るどろだんごを作ろう！ 

 ※キッズプレイス（保育係配置予 定） 
 

                                                          【電話での来場予約・お問合せ】 岩手事業所 ℡ 0120-093-223     



―― 市内温泉割引クーポン ―― 

 

花巻市内の温泉に 500 円で入れるク

ーポンを差し上げます。 

 

●利用可能温泉：花巻温泉（ホテル千秋

閣、ホテル花巻、ホテル紅葉館）、志戸

平温泉（ホテル志戸平）、大沢温泉（湯

治屋）、山の神温泉（優香苑）、鉛温泉（藤

三旅館）、新鉛温泉（愛隣館） 

●有効期間：平成 28年 10月 31日まで 

●クーポン券１枚につき、お一人１回利

用可能 

 

※）事務所に取りに来られる方。お一人

２枚まで差し上げます。限定 10枚。 


