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25 水

26 木 運営会議　13:30～

27 金 庭園見学会（5/29）申込み締切

28 土 花巻福祉まつり（６ページ参照）

29 日 庭園見学会（佐藤隆房氏宅）

30 月 となりの畑

31 火 ・山田同郷人会　大沢温泉

〒025-0073　花巻市一日市４-21

ゆいっこ花巻新聞
E-mail：info@yuicco.com

５月の予定

TEL/FAX：0198-22-4748

―― 庭園見学会 ―― 
 

日にち：５月29日（日） 

集合時間：13:00 

集合場所：ゆいっこ事務所前 

      （事務所は休みで入れません） 

見学先：佐藤隆房氏宅（花巻市桜町） 

     （佐藤氏については３ページ参照） 

会費：500円   定員：13名 

申込み締切：５月27日（金） 

※）ゆいっこ事務所から現地までは自家用車

の乗り合いをお願いいたします。 

見学後の予定は何もありません。現地または 

  ゆいっこ事務所前で解散します。 

 今年度は、日本ＮＰＯセンターを通して「東

日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェ

クト」の助成金をいただいています。 

 無理にとは申しませんが、他社製品と迷っ

たときはＪＴの商品（たばこを除く）をお買い求

めください。 

―― 年会費の納入か退会届を ―― 
 

 昨年度の正会員で５月20日現在、年会費を

納入していない方には、ピンク色のカードを同

封しました。次のどちらかの手続きをお願いい

たします。 
 
①正会員継続希望 

 ６月15日（水）までに年会費を納入してくださ

い。すぐには納入できない場合は、電話でご

連絡ください。名簿からの削除を停止します。 

②退会希望 

 事務所に来て退会届を提出するか、電話で

ご連絡ください。 
 
 ご連絡がないまま会費の納入がない場合、 

・被災者  

 自動的に準会員になり、ゆいっこ新聞の発

送は継続します 

・被災者でない方  

 退会となり、ゆいっこ新聞は発送しません。

となりの畑の会員は、となりの畑からも退会と 

  なります。 

―― ゆいっこ新聞は必要ですか？ ―― 
 

 準会員（正会員でない被災者）の皆様にア

ンケートはがきを同封しました。ゆいっこ新聞

は必要でしょうか。 

 今後もゆいっこ新聞が必要かどうかお知ら

せください。お手数ですが同封のハガキを６

月10日（金）必着でご返送ください。 
 
①必要ありません 

 震災から５年が経過し、十分自立できたの

で心配には及びません、ゆいっこ新聞も必要

ありませんという方 

 →ゆいっこ新聞の発送を停止します。 

②準会員のまま必要です 

 準会員のまま新聞が欲しいという方 

 →今後もゆいっこ新聞を送ります。 

③正会員になります 

 今年度は入会金・年会費を納めて正会員に

なりたい方 

 →事務所に正会員の手続きにおいでくださ

い。手続きが終わるまではゆいっこ新聞の発

送は停止します。 
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1 水

2 木

3 金 ママ・グランマお茶会
4 土
5 日 一日市朝市

6 月 となりの畑

7 火

8 水
9 木 企画会議　13：30～
10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 うたごえの集い送迎　申込み締切
15 水
16 木
17 金

18 土

19 日 うたごえの集い　14：00～16：00

20 月 となりの畑

21 火

22 水
23 木 運営会議　13：30～
24 金
25 土
26 日
27 月 となりの畑

28 火

29 水
30 木

・山田同郷人会　風の季
・庭園見学会(7/5)申込み締切

・花巻弁による賢治方言作品の朗読
・ユネスコバザー（共に６ページ参照）

夏の秘湯ツアー（八幡平）実行委員会
　13：30～

・気仙沼会　ホテル三右エ門
・被災地訪問（元お茶っこカー）

・気仙同郷人会　大沢温泉
　釜石の方もどうぞ。釜石の方の
　申込は事務所まで
・となりの畑

・大槌同郷人会　大沢温泉
・新聞発行日

浜ちゃん移動販売日（今月も1回です）
　妙圓寺前14:00　マルイシ前15:00

6月の予定 ―― 写真撮影と利用について ―― 
 

 ゆいっこ花巻のイベントでは、参加者の姿の

入った写真を撮影します。目的はゆいっこ新聞

やブログ、活動報告書に載せること、補助金や

助成金の報告書に使うことです。 

 掲載されたくない方は、イベントのはじめにお

申し出ください。撮影範囲から出るまで待って、

シャッターを押します。また写ってしまったら、

写真は掲載しないように配慮いたします。 

 お申し出がない場合は、個別にお断りするこ 

  となく掲載します。ご了承ください。 

―― うたごえの集いへの送迎 ―― 
 
日時：６月19日（日）13：20集合 

集合場所：ゆいっこ花巻事務所 

      （事務所までの送迎はしません） 

交通費：500円～（※） 

     （うたごえの集い参加費は別） 

申込み締切：６月14日（火） 
 
※）交通費は、参加人数により500円～800円

になります。 

ただ今、花巻市の補助金を申請中。補助金が

いただけなくて申込みが２人以下の場合は中

止です。 
 

花巻市内への避難者数 

釜石市 57世帯 102人、大槌町 83世帯 171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 42人、福島県 8世帯 15人 

合計 233世帯445人 (平成28年4月30日時点) 

―― ボランティア保険証 ―― 
 
 ５月20日までに正会員の手続きをした方に

は、ボランティア活動保険加入カードを同封し

ました。 

 お名前と団体・グループ名（いわてゆいっこ

花巻）をご記入の上、携帯してください。 

 期日までに正会員登録をしたのにボランティ

ア活動保険加入カードが入っていなかった方

は、事務所までご連絡ください。 

ホヤがおいしくなるよ！ 
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ゲートボールをしよう！ 
  
 ゆいっこの仲間から、ゲートボールのお誘

いがありました。 

 国道４号線の里川口交差点から朝日橋に

向かい、橋の手前を右折します。200m程で左

手に公園があります。 

 月・水・金の午後１時半から遊んでいます。

ゆいっこの仲間だと声をかけてください。メン

バーが少ないので、大歓迎です。 
 

佐藤 隆房氏とは？ 

日出 忠英 

  

 佐藤隆房（1890-1981）氏は、花巻市にとっ

て恩人の一人です。宮澤賢治や賢治の父・

政次郎、高村光太郎とも親しかった栃木県出

身の外科医です。 

 若い頃、花巻で外科医院を開業。当時、花

巻にはまだ総合病院がありませんでした。そ

の必要性を説き、宮澤政次郎も含めた地元

の有力者の協力で花巻総合病院を創立しま

した。 

 昭和20年の花巻空襲の際は、救助･支援活

動を陣頭指揮しました。町政・市政にも多大

な貢献をしました。当時バラバラだった祭りを

一つの「花巻祭り」としてまとめて、今日の盛

大なお祭りとしました。 

 早池峰・薬師岳の二岳の見える高台に住

み、俳号を「二岳」と号し、芸術・文化にも深

い造詣を有していました。 

 今回は、その佐藤隆房氏の住まいと庭園を

訪ねます。 

 
―― 予告・庭園見学会 in 登米 ―― 

 
日時：７月５日（火）９：00出発、16：00帰着予定 

場所：宮城県登米市・香林寺（0225-76-2307） 

参加費：①  一般市民（※１）＝1,000円 

      ② ①の人を連れて来た被災者＝1,000円 

      ③ ①②に当てはまらないゆいっこ正会員・準会員＝2,000円 

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

定員：17名（基本的には申込順の受付ですが、優先条件（※２）があります） 
 

詳細はゆいっこ新聞６月号で 
 

※１）被災者のご近所・友人・知人。ゆいっこ非会員。被災者でない人。被災者に誘われて参

加する人。４月の弘前お花見ツアーに参加していない人。 

以上の条件を全て満たす人（花巻市外の方を含む）。 

※２）次の１、２の方は、申込順にかかわらず、 

優先的に参加できます。 

 １、上記①と②の方 

 ２、上記③で、４月の弘前お花見ツアーに参加していない方 
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―― 熊本地震への義援金 ―― 
 
 先月14日以来続いている熊本地震に対す

る義援金の募金を呼びかけたところ、４月19

日の弘前お花見バスツアーの車内をはじめ、

事務所の募金箱にたくさんのご協力をいただ

きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１次：５月２日 13万9,931円 

第２次：５月17日  １万2,728円    

合計15万2,659円 
 
 以上のお金を「日赤平成28年熊本地震義

援金」口座に対して送金しました。ありがとう

ございました！ 
 

―― いわてゆいっこ花巻定期総会 ―― 
 

 ５月13日、いわてゆいっこ花巻の2016年

度定期総会を、妙圓寺さんの大広間を借りて

開催しました。 

 委任状を含めて57名の参加があり、定足数

の２倍以上の盛況でした。伊藤慶治さんが議

長として議事を進行しました。 

 議案は、昨年度の事業報告および収支決

算。次いで監事・高橋志保さんが会計監査報

告をしました。さらに今年度の事業計画と収

支予算を審議し、その後、規約の一部改訂案

と役員人事案を審議しました。それぞれ議案

を審議した結果、各原案は承認されました。 
 

―― 友達づくり作戦 ―― 

 ゆいっこ花巻では、今年度７回のバスツ

アーを計画しています。 

 ①花見ツアー（弘前）４月（実施済み） 

 ②庭園見学会（登米）７月 

 ③夏の秘湯ツアー（八幡平）８月 

 ④紅葉の秘湯ツアー（栗駒）10月 

 ⑤雪見の秘湯ツアー（乳頭）12月 

 ⑥白鳥飛来地見学会（北上）１月 

 ⑦牡蠣祭り（山田）２月 

 この事業は、日本ＮＰＯセンターを通して

「東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロ

ジェクト」の助成金をいただいて実施します。

ゆいっこがもらう助成金の目的は、「内陸定

住者が地域に溶け込む手伝いをする」ことで 
 

す。 

 ご近所さんとバスツアーに参加し、１日一緒

に過ごすことで親睦を深めてください。 

 そのため、被災者のご近所・友人・知人と、

その方を招待した被災者は、バスツアーの初

回申込み時に限り、優待料金でご参加いた

だけます。また、申込順にかかわらず優先的

に参加していただきます。 

 毎回、定員が決まっているので、できるだけ

多くの方にご参加いただけるよう、初めての

申込者を優先的にお受けします。 

 助成金による事業のため、申込みが多数で

もバスを増やすことはできません。ご了承くだ

さい。 
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３日（金） 13:00～21:00

４日（土） 9:00～21:30

５日（日） 9:00～18:00

４日（土）
♪花巻北高校吹奏楽部
　第52回定期演奏会

大
ホール

開場17：30
開演18：00

前売400円、 当日500円

11日（土） ベストオブクラシック
大

ホール
15:00～17:00

入場無料ですが、
申込締切日は５月17日

でした

11日（土）

12日（日）

12日（日） 「助け合い」民謡舞踊ショー
大

ホール
12:00～16:00 1,000円

17日（金） 映画「あん」
大

ホール

（１）10：30
（２）14：00
（３）18：30

一般　前売1,000円
（当日1,300円）

中高生500円（当日のみ）

18日（土）

19日（日）

19日（日）
第11回市民芸術祭
　新舞踊発表

大
ホール

11:00～15:00 1,500円

24日（金）

25日（土）

26日（日） 10:00～17:00

26日（日）
第11回花巻市民芸術祭
 「第19回ピアノソロと
　　　　　　アンサンブルの夕べ」

大
ホール

15:00～18:00 500円

26日（日）
第2回
　魅知国(みちのく)花巻寄席

中
ホール

開場1300
開演13:30

前売2,200円（当日2,400円）
高校生以下1,000円

17日（金）
～

20日（月）
10:00～17:00

呉服・洋服・宝石の
展示販売
入場無料

25日（土） 11:00～14:00

展示
ホール

10:00～18:00
入場無料

なはん市

文化会館の６月のイベント

なはんプラザ６月の催し

まるやま花巻店　展示販売会

夏のパナソニックフェア
展示

ホール
入場無料

第27回花巻勤労者美術展
展示

ホール
9:00～17:00 入場無料

第24回写団光像写真展 未定
展示

ホール
入場無料

第21回花巻美協展
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―― うたごえの集い ―― 
 

日時：６月19日（日）14：00～16：00 

参加費：1,000円 

会場：花巻市交流会館 

   （旧花巻空港ターミナルビル） 
 

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♪ 
 

お問い合わせ：花巻のうたごえ事務局 

          阿部つとむ（090-6625-6197） 
 

※）希望者は送迎いたします（有料です。２

ページ参照） 

 

―― 花巻弁による 

賢治方言作品の朗読 ―― 
 

日時：６月11日（土）14：00～15：00 

場所：賢治の広場（上町 岩田ビル１階） 

作品：「種山ヶ原の夜」 

朗読：ざしきぼっこの会 
 

※）入場無料 
 

予告：７月９日（土）「ぶどう水」「十月の末」 

    ８月以降は未定 

 

―― 花巻福祉まつり ―― 
 

日時：５月28日（土）9：50～13：30 

場所：石鳥谷生涯学習会館 

    （石鳥谷アイスアリーナの東） 

内容： 

 ・ステージ発表 

  （神楽、ダンス、落語、ミニコンサート等） 

 ・フラワーロールちゃんとふれあおう!! 

 ・ガンライザーと握手会・写真撮影会 

 ・出店・屋台コーナー 

  （おにぎり、団子、コーヒー、クレープ、 

   わたあめ、かき氷、フリーマーケット等） 

 ・スタンプラリー 

  （車いす、手話、点字、折り紙等） 

 ・体験コーナー 

  （炊き出し、抹茶、お花） 

 ・風船プレゼント 

 ・福祉車両展示 

 ・２４ｈＴＶ募金箱 
 

         ※）ゆいっこカフェも参加します 

 

―― ユネスコバザー ―― 
 

日時：６月11日（土）13：00～15：00 

場所：ユネスコ会館（御田屋町） 
 

・パン・ケーキコーナー 

 （アンソニーさんのパン、会員手作りの 

  マドレーヌ、パウンドケーキ） 

・友愛セール 

 （食器、衣料品、雑貨） 

・刺繍作家・久家道子さんの作品 

 （プチポアン刺繍） 

・フェアトレードコーナー 

 （少数民族の手工芸品） 

・花巻ユネスコオリジナルグッズ 

・震災被災地支援コーナー 

・ブックコーナー（ＣＤ、ＤＶＤ、古書） 
 

        ※）ゆいっこカフェも参加します   

求む！ ゆいっこ新聞の素材 

 ゆいっこ新聞に載せたい出来事はありませんか？ 知りたいことはありませんか？ 宣伝した

いことはありませんか？ 

 事務所にお電話ください。お話を聞いて記事にしたり、調べてゆいっこ新聞に掲載します。 
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緊急事態に備えてますか？ 
 

 先日、家でソファから滑り落ちて、ひ

じ掛けに脇腹を強打し、ろっ骨を折りま

した。声も出せずにうずくまっていると、

家族が気づいて、病院に連れていってく

れました。 

これが一人暮らしだったら。携帯はポ

ケットに入っておらず、家の電話は別の

部屋の高い台の上。救急車を呼ぶことも

できなかったでしょう。 

実際、義母の一人暮らしの友人は家の

裏口で転んで足を骨折。翌日、近所の人

が気づいてくれるまで、真冬に外で一晩

を過ごしたそうです。 

一人暮らしの皆さん、こうした緊急の

場合の対応を考えてありますか？ 

私の母（85 歳）も一人暮らしですが、

毎晩、姉に「今日も無事」メールを打っ

ています。メールがなければ、車で 20分

の姉が駆けつけます。 

離れた家族に「メール（または電話）

がなければ、様子を見に来てもらう」、あ

るいはご近所さんに「雨戸が開いていな

ければ（または新聞がとってなかったら）、

様子を見に来てもらう」等のお願いをし

ませんか。メールを打てるようになりた

い方はゆいっこカフェにおいでください。

一緒に練習しましょう。 

 

そんな相手はいませんという方には、

２つの手立てがあります。 

 

①ＨＡＮＡＭＡＫＩみまもり安心事業 

携帯電話か固定電話が必要で、年齢は

65歳から。 

みまもりセンターに電話し、「１元気・

２少し元気、３具合が悪い・４話したい」

から選んで番号を押します。 

1日中電話がないときは、みまもりセン

ーから電話がかかってきます。 

電話料金はかかりますが、年度の終わ

りに還付されます。 

 

申込み・問い合わせは 

花巻市社会福祉協議会 地域福祉課 

２４－７２２２ 

 

②見守り機能付き服薬支援装置貸出 

 固定電話をお持ちで、自分で薬を飲め

る 65歳以上の方。 

オルゴールで服薬時間を知らせてくれ

る機械です。数種類の薬を一つの包みに

まとめて機械にセットします。決めた時

間から 30分経っても薬を取り出さないと、

支援者に電話がかかります。 

 

申込み・問い合わせは 

花巻市役所長寿福祉課 

２４－２１１１ 

 

 



1日 1回、いまお使いのこ自宅の電話機を使って健康状態を発信していただきます。

●019-653-2066に電話をかけていただきます。
● 電話先の案内にそつて、ダイヤル番号を押していただきます。

●あなたの“おげんき"発信は、“お|ずんき"みまもリセンターに届きます。

● 1日 1回 “おげんき"発信がないときは、“おげんき"みまもリセンター

からこ運絡いたします。

● “お|ずんき"みまもリセンターでは、あなたの発信内容を把握し、必要

2.す こしげんき

3.ぐあいかわるい

4.はなしたい

に応じて“みまもりさん"に連絡 します。

◎ あなたの"みまもりさん"は、隣人や民生委員、あるいは訪間業者さんなどのなかから、

あなたと社協が話 し合つて決めることにします。

瘍 連絡を受けた“みまもりさん"が状況に応 じてあなたの様子をおうかかいいたします。

け 魏繹援の方濾、L鑢鶉警へ融鰺綺錮鸞彊纏蛹黎〆中ルでに颯鰊‡こ謳彊琲鶉炒鰤が懇窯軋な。

“おげんき"みまもリセンター ‐

おげんきさん
(あなた)

“おげんき"発信

“おげんき"みまもリシステム

,■=‐■■  繁峯L冨 :麿ξ見璃捕壇傷再鸞 、言象釘理耀ξ[墓嵩「曽罵[子どまFに
送信する事かできます。
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市町村社協

インターネット

電子メール

別居親族

“おげんき"発信の電話の声

が子どもの声に聞こえて、

嬉しくて電話を

しています。

盛岡市 Yさん

(70歳代)

息子は遠いし、もしもの時に

誰かに頼みたい。

そういう人がいれば

いいですね。

盛岡市 下さん
(80歳代)

自分で"お げんき"発信を

すると、近所のみまも りさん

に迷惑をかけずに

すみます。

宮古市 (I‖ 丼)Kさん

地域の皆さんに

見守られています。

本当に

ありがたいです。

轟

二戸市(浄法寺)Sさん

“おげんさ"発信をすると、

今日も1日 げんきで

すこそうという

気持ちになります。

宮古市 (|‖ 丼)Sさ ん

元気をもらえて

明るい気持ちになれるので、

これからも

続けたい。

二戸市(浄法寺)Kさ ん

操作が簡単。

生活の一部として毎日の

習慣になつて

います。

宮古市 (1‖丼)Kさん

システムを通して、

人と人のつながりか

できたことが

嬉しい。

宮古市 (1‖ 井)Yさん

「いわて“おげんき"みまもリシステム」

みまもりさん

実際にご利用いただいた方の振童婚卜…これまでの実験から


