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27 水 事務所休み

28 木

29 金

30 土

31 日

・となりの畑
・運営委員会　13：30～
・カフェ休み
・夏の秘湯ツアー 八幡平 申込み開始

〒025-0073　花巻市一日市４-21

ゆいっこ花巻新聞
E-mail：info@yuicco.com

7月の予定

TEL/FAX：0198-22-4748

花巻市内への避難者数 

釜石市 55世帯 100人、大槌町 78世帯 160人、陸前高田市 13世帯 19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 224世帯430人 (平成28年６月30日時点) 

―― おはなしころりんさん来訪 ―― 
 

 ７月のママ・グランマお茶会の定例会に、今

年もおはなしころりんさんが来てくださいまし

た。  

 前日の大槌訪問のお疲れも見せず、優しい

笑顔で幼児たちに絵本を読んでくれました。

手遊びのほか、ママさんたちには昔話も語っ

てくれました。 

 その後は恒例の食事会。おもたせの料理、

サンドイッチ、おにぎりなどなどを頬張りなが

ら、にぎやかに楽しい時間を過ごしました。 
 
  

 

内陸の災害公営住宅に入居したい方へ 
  
 岩手県は、内陸に災害公営住宅を建てたら入

居するか調査を続けています。内陸公営住宅

がどこに建てられるかわからないので希望を

出さない方がいるはずです。花巻で入居希望

者がいなければ公営住宅は建ちません。入居

希望者が多数いると、次に何軒をどこに建て

るか計画します。公営住宅の家賃は収入によ

りますが数千円です。まずは入居希望を県に

伝えなければなりません。 

 現在でも悩んでいる方は、ゆいっこの事務所

に電話して、お名前と電話番号をお伝えくださ

い。お困りの事情を解決できるか、担当者から

電話をします。 

 なお、岩手県の復興計画は2018年度で完了

する予定です。具体的には、内陸復興公営住

宅の完成、みなし仮設住宅の終了、国民健康

保険の窓口費用の免除終了、住宅購入・建設

の補助金制度終了などです。 

―― 企画会議へどうぞ ―― 
 

 ゆいっこ花巻の企画会議には、どなたでもご

参加いただけます。グループをつくって活動し

たい方、ゆいっこでやりたいことがある方は企

画会議へおいでください。 

 企画会議と事務局が、グループの立ち上げ

や趣味の会の実現のお手伝いをします。 

 企画会議は、毎月第２木曜日（８月は11日が

祝日のため、４日に開催します）午後１時半か

らです。出席に際し、事前のご連絡は要りませ 

  ん。 
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1 月 となりの畑

2 火

3 水 事務所・カフェ休み

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 となりの畑

9 火

10 水 事務所・カフェ休み

11 木

12 金

13 土 事務所・カフェ夏休み

14 日

15 月 となりの畑

16 火

17 水

18 木 となりの畑

19 金 夏の秘湯ツアー 八幡平 申込み締切

20 土

21 日

22 月 となりの畑

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火 気仙沼同郷人会　ホテル三右エ門

31 水 事務所・カフェ休み

花巻弁による賢治方言作品の朗読

・ママ・グランマお茶会
・気がかり会議　13：30～

・夏の秘湯ツアー　八幡平
・事務所・カフェ休み

8月の予定

・一日市朝市
・友納あけみミニコンサート
・「兵戈無用…次の世代に平和を」
　　　　　　林正文妙圓寺住職講演

となりの畑

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　藤三旅館
・新聞発行日

・となりの畑
・企画会議　13：30～

・となりの畑
・運営委員会　13:30～

・となりの畑
・秋の秘湯ツアー栗駒　実行委員会
　13：30～

 
 

―― カフェ、事務所は水曜日休み ―― 
 

 ８月からゆいっこカフェと事務所の両方とも、水

曜日お休みします。 

 お間違いのないよう、お越しください。 

 ―― 大槌同郷人会・気仙同郷人会 ―― 
 

 ８月はお休みです。 

 大槌同郷人会の次回は９月20日（火）、気仙

同郷人会は未定です。 

新里さん、ありがとうございました！ 
 

 大槌の新里さんが、６月末に帰還されました。

新里さんには大槌同郷人会の世話役として、ゆ

いっこの活動に多大なお力添えをいただきまし

た。今まで本当にありがとうございました。新里

さんからゆいっこ花巻宛てにハガキを頂戴いた

しました。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 盛夏の候 ゆいっこ花巻の皆様方には益々ご

健勝の事と思います。 

 東日本大震災の節 花巻での避難生活では大

変お世話になり改めて御礼申し上げます。早い

もので震災から５年４ヶ月になります。 

 私の住むところ恒久住宅は大槌の奥で周りが

山ですが、新緑・紅葉が素晴らしいところです。 

 これからは静かに生活していきたいと思います。 

 大槌に来られた際は、お立ち寄り下さい。 

 今後共よろしくお願い申し上げます。 

 ―― 秋の秘湯ツアー 栗駒  

実行委員会 ―― 
 
 10月上旬に予定している栗駒へのバスツアー

の計画を一緒に考えてくれる方を募集します。 

 栗駒高原付近での散策コースに詳しい方、詳

しくなりたい方、お集まりください。どっちでもな

いけれど、ぜひツアーに参加したい方もどうぞ。 
 
 日時：８月29日（月）13：30～ 

 場所：ゆいっこカフェ 
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友達づくり作戦 

 

 ゆいっこ花巻では、今年度次のようにバスツアーを計画しています（④～⑦の日程は変

更になる可能性があります）。 

①花見ツアー（弘前）４月 19日（火）  ④紅葉の秘湯ツアー（栗駒）10月６日（木） 

②庭園見学会（登米）７月５日（火）  ⑤雪見の秘湯ツアー（乳頭）12月３日（土） 

（以上、実施済み）  ⑥白鳥飛来地見学会（北上）１月 22日（日） 

③夏の秘湯ツアー（八幡平）８月 24日（水） ⑦牡蠣祭り（山田）２月４日（金） 

 

 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。ゆいっこ花巻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。 

 

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

 

レクリエーション傷害保険 

 

 ゆいっこ花巻のバスツアーでは、毎回、日新火災海上保険のレクリエーション傷害保険

に加入しています。球技大会やハイキングなどの行事に参加している間に、参加者が急激

かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に、保険金が支払われます。 

 行事当日の午前０時から午後 12時までの間で、かつ参加者が自宅を出てから行事に参加

して自宅に戻るまでの間のケガが補償されます。 

 

 金額は次のとおりです。 

 ・死亡・後遺障害保険金額 400万円 

 ・入院保険金日額     4,500円 

 ・通院保険金日額     2,800円 

 

  



八幡平秘湯ツアー 

 

 八幡平頂上付近を散策後、松川温泉でのんびりしましょう。散策は１時間半程度です。

歩く自信のない方は、レストハウスでお待ちください。雨の場合は、散策の代わりに松尾

鉱山資料館や地熱発電所を見学します。 

 

日時：８月 24日（水）８：45集合（申込受付：７月 28日～８月 19日） 

 

日程：貸切のマイクロバスで行きます 

 ８:45 妙圓寺前集合     13:30 松川温泉・松楓荘着 

９:00 出発      15:00 松川温泉・松楓荘発 

 ９:10 花巻ＩＣ      15:30 道の駅にしね着 

※途中トイレ休憩あり    16:00 道の駅にしね発 

 10:20 松尾八幡平ＩＣ     16:05 にしねＩＣ 

 11:00 八幡平山頂レストハウス着    ※途中トイレ休憩あり 

※八幡平・ガマ沼周遊コース散策・昼食  16:40 花巻ＩＣ 

13:00 八幡平山頂レストハウス発   16:50 妙圓寺着 

 

持ち物：弁当、飲物、雨具（カッパや傘など）、常備薬、保険証（コピー可）、入浴用品、

参加費、（あれば）熊よけの鈴（今回、緊急連絡票はありません。申込の際

に緊急連絡先のお名前、電話番号、関係をお聞きします） 

 

服装：帽子、歩きやすい靴（石畳や坂道を歩きます）、上着（八幡平山頂付近の気温は、平

地より 10度以上低いです）、膝の楽なズボン（階段や坂道があるので、伸縮性のあ

る生地のものを）、（寒がりの方は）手袋 

 

参加費：温泉入浴料（500円）を含みます。松楓荘の無料休憩所を利用するため、入浴しな

い方も入浴料が必要になります。 

① ゆいっこ非会員（※１）＝1,500円、② ①の人を連れて来た被災者＝1,500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）

＝2,500円 

④ ①～③に当てはまらない人＝3,500円（どなたでもご参加いただけます） 

 

---------------------------------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、下

記電話番号を緊急連絡先に指定した方にお知らせください。 

 

当日、事務所もカフェもお休みです。当日のお問い合わせは 

佐藤（一緒に出掛けます 090-2880-2689） 

熊谷（留守番役です 080-1829-0223）   まで 



４日（木）
DRUM TAO
　舞響〜Bukyo〜　踊る◯太鼓

大
ホール

18:30～20:30

大人5,500円
小中高生3,000円
（未就学児入場不
可、２歳以上託児
サービスあり）

6日（土） 花巻市民芸術祭「フラメンコ発表会」
中

ホール
9:00～17:00 入場無料

７日（日） 花巻市郷土芸能鑑賞会
大

ホール
12：00～ 入場無料

20日（土）
♪少年少女合唱団・あおばキッズ
　　　イーハトーヴォコンサート

中
ホール

13:00～16:30 500円

22日（月）
ビデオセミナー
　「社会人のマナー
　　　基本を知って自信をつけましょう」

中
ホール

9:30～10:45 入場無料

25日（木） 15：00～17：00
26日（金） 9:30～12：20

27日（土） 名作子ども映画会「三年寝太郎」
中

ホール
1)10:30～11:40
2)12:00～13:10

500円

７日（日）
宮澤賢治生誕120周年記念講演
「兵戈無用…次の世代に平和を」
　　　　　　　　　　　妙圓寺　林正文住職

３階
第２・３
ホール

10：00～11：30
（開場9：30）

入場無料

６日（土） 13：00～21：00
７日（土） 10：00～19：00

26日（金） 13：00～21：00 入場無料

賢治の広場８月の催し
花巻弁による賢治方言作品の朗読
　　「風の又三郎」「種山ヶ原の夜」

♪イーハトーブ音楽祭2016　アート・フェスタ
　　　　　　　　（芸術一般、アート･工芸･民芸の展示･体験･販売）

まなび学園８月の催し

文化会館の８月のイベント

なはんプラザ８月の催し

平成28年度
日本学校農業クラブ東北連盟大会

大
ホール

入場無料

 ７月５日、宮城県登米市の香林寺の庭園見

学会を行いました。前日は猛暑、翌日は大雨

の間の、まことに過ごしよい気候でした。 

 朝９時、出発。途中２回の休憩をはさみ、11

時半には香林寺到着。早速には見事な紅葉

でしたが、新緑の庭もみずみずしく、大変美し

かったです。 

   

 香林寺は天正12年（1584）に建築された由

緒あるお寺です。前住職も出てきて、楽しい

語り口でお庭の説明をしてくださいました。 

 お寺の広間で持参の弁当を食べながら、自

己紹介。日出さんのお友達が４人も参加して

くれました。 

 その後、道の駅米山「ふる里センターＹ・Ｙ」 

で買い物。私は、ここでラベンダーとバニラの

ミックスソフトクリームを食べました。結構香り

が強く、ポプリをなめているようでした(^_^;)。 

 帰りは、Ｔ子さんの音頭で、バスの中は「走

るうたごえの集い」となりました。数曲を楽しく

歌った後は、お昼寝タイム。  

 予定より早く16時過ぎに無事帰着しました。 
 

 ―― 庭園見学会 ―― 



花巻市からのアンケートを 

出しましょう 

 

 花巻市防災危機管理課から市内避難者にア

ンケートが届いています。 

 このアンケートは、花巻市の被災者支援策を

決定する大切な材料になります。「こういうと

ころを助けてほしい」「こういうことを教えて

もらいたい」という希望を、最後の自由記入欄

へ書きましょう。 

 返送しない、あるいは何も書かないで出すと、

花巻市は「この人は支援を必要としていないの

だ」と判断してしまいます。 

 質問の意味がわからない、希望があるけれど

書き方がよくわからないという方は、事務所に

ご相談ください。一緒に考えましょう。 

 ぜひ期日（８月５日）までに提出してくださ

い。 

 



コンサートについての

おFpl合せ:090-4886-2145(平賀)
シャンソン歌手

友納あけみ

花巻市太 田振興センター

TEL:0198日 28‐2134

13:30開 場

14:00開 演

16100閉 演

「シャンソン、そして・・・

懐かしい日本の歌も交えて

楽しいお喋りも満載のひと時を !」

ピアノ :小野政和

友納あけみ プロフイール

東京都出身 早稲田大学第 1文学部演劇科卒業

都内有名シヤンソニエにゲスト出演する傍らコンサート

ホテルディナーシヨー、地方公演など精力的に活動しています。

主催 :東北復興支援グループ ハー ト・の人′びる

後援 :太園地区振興会 0花巻市地域婦人団体協議会

太田老人クラブ 0太田婦人会

コ
一

．一ミ
ヽ

ンサー

7日 1日 )2016年 8月

送迎します

集合 :花巻駅西口

時間 :13:00

申込締切 :8月 1日 (月 )

申込先 :ゆ いつこ花巻事務所

(水曜日はお休み)



協賛 :花巻市・花巻市教育委員会・花巻市社会福祉協議会

鶉曖眸⑬ρ頸不驀洟

女性の生き方はじめ、女性が抱える様々な悩みや心配事について、

ひとりで悩んでいませんか ?
協力弁護士 釜石ひまわり基金法律事務所 加藤 静香 氏

女性弁護童 |こ よる法律相談まま、毎月第 1耀 曜日の 13鋳半か―ら 15轟

(2週間前か らご予約をお受 :サ いた します・ 4花巻市委託事業)

◆ 子どものこと

・イライラして、つい子どもをロロいてしまう

。落ち着きが無い

。親の言うことを聞かない

◆ D∨のこと

。夫から□日かれたり物を投げつけられたりする

。夫から悪□を言われて傷ついている

。メールをたくさん送って来る人がいて怖い

。ス トーカーされているかもしれない 。・・

◆ お金のこと

。消費者金融から借金をしたけれどお金を返せ/rdぃ

。矢□らない業者から請求書などの手紙が届く

i

上記の内容以外でも、ちょっとした悩み…

ちょっとしたモヤモヤ…ささいなことでもか

まいません。 匿名相談もできます。秘密は

厳守 | ご安′き<ださい |

壽
一

◆離婚のこと

。大が浮気をしているかもしれない

。夫と離婚したとして女手ひとつで

子どもを育てられるか心配

・離婚するときに夫からお金をもらえるのか知りたい

◆ 仕事のこと

。残業代をもらえていない

。セクハラ・パワハラをしてくる上司がいる

。職場の仲間から無視されている 。・・

お車でお越しの際は

イ トー∃―カ ドー様のご

好意により、駐車場をご

利用いただけます。駐車

場から見える看板が目印

花巻ママハウス

〒025-0062 花巻市上小舟渡 272-1 伊藤住宅8号棟

「女性なんでも相談」は無料です ! 女性相談員がお伺いします。 (t・ 1花巻市委託事業)

脅 来所相談  月曜日～日曜日 午前 10時～12時 日午後 1時～3時
● 電機権饉  月曜日～日曜日 0198-29-6800(来所・電話は年末年肝 祝日を除く)

● メーrレ囃覇震 mamahouse.soudanOgmai:.oom メールは24時間受け付けております。

「女性なんでも相談」のメールフォームはHPの中の相談室にあります。→花巻ママハウスで検索

υ 携帯メールは、相談室のパソコンからのメールが受信できますよう “ブロックを解除"下さい 0

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋 httpブ /n」nokal.Jmdoocom/

魃齊戊鼈臀晨奢瞼
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