
掲載年月日 タイトル

2012/1/1 復興ソング　浜に勇気 前へ　そっと手を携え 歩きましょう　ノリシゲさん、RIAさん norishige

大はらい　犠牲者へ祈り 大槌・吉里吉里漁港 大槌町吉里吉里天照御祖神社　吉里吉里漁港で大はらい

東日本大震災　生活情報 大槌町

古里再興に若い力 妹と共に　憩いの場を 碇川ちふゆさん　碇川みもりさん　カフェバー経営

触れ合う時間大切に 沿岸12市町村の人口変化と高齢化率 沿岸、顕著な人口減

生活基盤に強い不安 総合病院の機能望む 高田、大槌、山田の３県立病院の再建

生活基盤に強い不安 「雇用確保、産業」37%

2012/1/3 津波てんでんこ 大槌町大槌の仮設住宅で生活　里舘園子さん

再起を胸に七福神 大槌の団体、伝統の舞 雁舞道七福神

大槌の漁船、兵庫沖で発見 日本海漂流　所有者は震災犠牲 大槌町吉里吉里　第3長栄丸

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/4 津波てんでんこ 紫波町日詰　菊池鏡子さん 大槌町末広町に住んでいて被災し紫波町へ

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/5 復興誓い仕事始め 沿岸部、力強く決意

マイヤが4,000万円寄附 展開４市１町被災児童に 大槌町に５００万円寄附

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/6 被災地の地価下落傾向 本県沿岸１２市町村調査 大槌町大ケ口1丁目1万3800円から1万7100円に19％上昇

2012/1/7 交通環境の再生加速 生活道路の信号機復旧

民宿再開　復興後押し 大槌の佐藤さん夫妻　作業員らに安らぎ提供 吉里吉里　佐藤隆次さん　民宿サトウ

津波てんでんこ 奥州市水沢区真城水沢署警務課主任　田中順一さん 震災発生当時大槌交番勤務

アワビ水揚げ量61%減 県漁連11年度　震災で操業少なく 上閉伊地区の水揚げ14.7トン（同74%減）

小売店売上高8ヵ月連続増 県内、復興需要続く シーサイドタウンマスト12月22日再開　復興のシンボルになれば

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/8 仮設住宅民励ます　ミズキ団子作り 遠野 大槌町や釜石市など沿岸被災地の住民が暮らす仮設住宅の入居者を招きミズキ団子づくり

東日本大震災　生活情報 大槌町

仮設商店街 にぎわい魅力 大槌、釜石・初売りや交流会 大槌北小福幸きらり商店街

沿岸発　感動！元気！ 大槌、釜石こども劇場　盛岡で初上演 プチミュ！シアター

2012/1/8 日報を読んで　紙面批評 遠野市　道の駅遠野風の丘支配人　菊池美之 復興の道しるべに　

2012/1/9 復興へ20歳の誓い 沿岸各市町村で成人式 大槌町

東日本大震災　生活情報 大槌町

消防団　遺志と氏名胸に 被災3市町　出初め式や祈願祭 大槌　無火無災害を違う　

津波てんでんこ 遠野市穀町の仮設住宅で生活　新舞踊師範　大平トワさん

2012/1/10 大槌中生　復興を願い熱唱 神戸でコンサート　地元からのエール

東日本大震災　生活情報 大槌町

平役や震災体験収録 県老ク連合会　文集第12集を発刊 大槌町菊池公男さん　津波写真　孫たちへの手紙　

空転　がれき広域処理 拭えぬ汚染イメージ 大槌町のがれきを試験焼却

津波てんでんこ 大槌町大槌の仮設住宅で生活　花石望さん

2012/1/11 5首長　復興のめど立たず 東日本大震災10ヵ月　移転先の確保苦慮 沿岸12市町村アンケート　住宅整備に課題

復興元年　一歩ずつ 東日本大震災10ヵ月　沿岸市長村長アンケート

復興元年　一歩ずつ 大槌町　碇川　豊町長 くじけず前へ進む

復興元年　一歩ずつ 陸前高田は特別法で　危険区域指定4市町村

復興元年　一歩ずつ 職員派遣の要望強く　防潮堤や道路、鉄道も

文化の力信じて　中 新年インタビュー 遠野市立博物館学芸員　前川かおりさん　大槌町立図書館　レスキュー

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/12 県、沿岸の支援強化 県内増加傾向　雇用創出狙う マリンマザーズきりきり

県内不明者なお1,368人 東日本大震災10ヵ月

大槌の女性漁業者　「支援事務所」に心新た NPO法人（東京）が認定 マリンマザーズきりきり　被災した女性の企業再建を支援するNPO法人に事業所認定

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/13 大槌町の施設に福祉車両寄贈 八戸・サンデー 四季の郷に福祉車両1台寄贈

にぎわい創出へビジョン 大槌商工会町に提出　商店街集約案盛る

沿岸教員が復興報告 50人　東京の小中高を訪問 安渡小　栗沢由紀教諭　大槌中　駿河秀一教諭

津波てんでんこ 北上市堤ヶ丘の雇用促進で生活　服部正身さん 大槌町新港町から避難

厳寒　滞る仮設生活 県内　水道菅凍結相次ぐ 小鎚　山﨑宣明さん

捜査に強力相棒　警察犬3匹委嘱 釜石署 大槌町　中村光高さん　ティリー・オブ・トーヨー・ケンネル号

東日本大震災　生活情報 大槌町

県　4河川に水門新設 閉伊川（宮古）気仙川（陸前高田）鵜住居川（釜石）大槌川 災害復旧で水門新設　大槌町大槌川　14.5m

2012/1/14 静岡・島田市がれき説明会　市長、受入要請 住民からは「怖い」の声 山田、大槌両町のがれき受入

仮説和ますカラオケ 大槌の集会所 大槌民謡研究会によるカラオケを楽しむ会

住宅再建の意向調査開始 場所や公営　希望聞く 大槌町

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/15 希望の光　復興胸に 滝沢で雪あかり　釜石、大槌の児童体験 大槌北小6年の鈴木大和君

大槌町漁協　解散へ 震災で債務超過11億円　年度内に新組合

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/16 がれき受け入れ暗雲 住民反発で進まず　他の市町は「様子見」 大槌、山田から静岡・島田へ

プロ棋士といざ真剣勝負 大槌で将棋教室 大槌高2年山口真弥君

東日本大震災　生活情報 大槌町

亀田興毅選手、仮設に元気 釜石でボクシング教室 吉里吉里の関谷大成ちゃん（４）

大槌の子ども激励　手作り繭人形贈る 盛岡・奉仕活動の会 大槌町教委に干支「辰」モチーフの繭人形

2012/1/17 復興後の景観３Dで想定 計画案比較しやすく

津波てんでんこ 矢巾町東徳田矢巾町臨時職員　中前志津香さん 大槌町吉里吉里

大槌町漁協の破綻「残念」 碇川町長　新組合に支援の考え

東日本大震災　生活情報 大槌町

サブタイトル / 内　容

岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》



掲載年月日 タイトル サブタイトル / 内　容

岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》

2012/1/18 心安らぐ場　被災者に 秋田のNPO法人　大槌で相談会

東日本大震災　生活情報 大槌町

挑戦〈５〉 2012いわて経済 介護事業　芳賀潤氏

2012/1/19 「新おおつち漁協」設立へ 来月2日に準備会

東日本大震災　生活情報 大槌町

津波てんでんこ 花巻市星が丘1丁目　小林敏子さん 大槌町栄町

内陸からの再起　ふるさとを胸に　⑯ 被災者と思いを共有 白幡昌之さん

2012/1/20 待望の仮設校舎続々 小本小、中（岩泉）で始業式　「自分の学校」に喜び 県内公立学校の被災状況　大槌町の大槌小、安渡小、赤浜小、大槌北小、大槌中

津波てんでんこ 北上市堤ヶ丘の雇用促進で生活　関妙子さん 大槌町安渡

無病息災　冥福祈ろう あす大槌の大寒みそぎ

インフルで県内7施設閉鎖措置 学校閉鎖　大槌町・吉里吉里保育園

看護師8人　命の手記 6日間の活動克明に 県立大槌病院

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/22 遠野まごころネット特別賞 第2回地域再生大賞　被災地支援に評価 21日は同ネットのボランティア33人が大槌町大槌のみどり幼稚園の仮設園舎への引っ越しを手伝った

しぜんと共存し復興を 遠野学会　多田代表（まごころネット）講演 大槌町に入り、避難所を巡って地図作りをした

県が1万4,000戸修繕 仮設住宅の水道凍結 大槌町　中村百合子さん

被災介護施設土地利用の壁 沿岸7施設が未再開 大槌町の多機能センターほっと大町

祈り海へと　大寒みそぎ 釜石の根浜海岸 大槌町稲荷神社主催　大寒みそぎ　29回目

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/23 大槌、山田のがれきめぐり静岡・島田市 今はお互いに助け合うとき　茶業者受入前向き がれき

雪かき力合わせ 今冬一番の降雪 大槌町　佐藤孝子さん

津波生還「酵母」食品に 企業と協力、商品開発 大槌町の取引業者が液体窒素供給

震災越え相撲を継続 大槌の小中生3人　町協会が送る会 大槌町岩間弘将、小原祐也、佐々木健実

津波てんでんこ 大槌町吉里吉里　北田国雄さん

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/24 内陸からの再起　ふるさとを胸に　⑳ 奥州市に避難　小川弘明さん

東日本大震災　生活情報 大槌町

仮設園舎満ちる元気 大槌・みどり幼稚園　3学期始業 みどり幼稚園仮設園舎完成

2012/1/25 東日本大震災　生活情報 大槌町

受験生に心強い味方 大槌　放課後学校が本開校 大槌臨学舎　NPO法人カタリバ

津波てんでんこ 大槌町小鎚　丹野朋哉くん　紫波町桜町　大槌町末広町の自宅が被災臼沢亜希さん

2012/1/26 内陸からの再起　ふるさとを胸に　22 父母らとの生活願い 親子3人で洋野に転居　越田元太さん（大槌町出身）

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/27 大槌　一貫校に統合検討 小学全５校　中学全２校　町教委、１７年度から 大槌　小中一貫校

東日本大震災　生活情報 大槌町

綿入れはんてん大槌町に贈る 盛岡ロータリーク 大槌町に久留米絣の綿入れはんてん２２００着寄贈受

2012/1/28 国道４５号線沿いに消防署 大槌町が候補地示す　町議会全員協 大槌消防署予定地

島田市、がれき試験焼却へ　静岡 大槌、山田両町のがれき受入について

被災地に元気届け 花巻東高センバツ出場決定　沿岸出身者、固く決意 大槌町出身佐々木隆貴選手（２年）

花巻東高センバツ チームのおかげ/ 佐々木隆貴捕手（２年、大槌中出）

使命感胸に一線署へ 県警察学校卒業式　被災地研修で成長 大槌町で行方不明者の集中捜索に参加

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/29 復興の力　集合写真に 沿岸回り住民を撮影 「復興の狼煙」ポスタープロジェクト

津波てんでんこ 遠野市穀町の仮設住宅で生活　関綾子さん（大槌町須賀町）

災害救助　教訓生かせ 盛岡　東日本大震災活動報告会 釜石大槌地区行政事務組合　遠野光彦消防署長

幕末維新を駆けた男たち　南部三閉伊一揆　１０１ 第六章　大一揆への道程

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/1/30 震災…しぼむ消防団 県沿岸９市町村　殉職や高齢化、転居　団員の安全策課題 消防団員数推移

子育て悩み分かち合う　 釜石で意見交換会 釜石、大槌から約４０名が参加

東日本大震災　生活情報 大槌町

津波、被災生活克明に 大槌の東谷さん自費出版 「東日本大震災　小さな力　心のなごみ」

学習成果やっと披露 大槌　全児童生徒の作品展 大槌小中学校児童生徒作品展

津波てんでんこ 大槌町安渡の仮設住宅で生活　会社員　佐藤光憲さん

2012/1/31 被災３県　転出超過４万人 １１年人口移動、本県3443人 転出超過は大槌の1299人が最多

インフルで45施設閉鎖 大槌町　堤乳幼児保育園

津波てんでんこ 大槌町小鎚　森田皐太郎くん　大槌小4年

大槌・復興への重点5項目 計画作成チーム発足 おおつちの未来を創る５つの重点プロジェクト

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/1 「医療特区」復興交付金　県が国に計画申請 12市町村と共同で作成　総事業5464億円 大槌町268億円

津波てんでんこ 大槌町大槌　佐々木佳陽さん（大槌北小5年）

大槌高生が復興の知恵 経済、福祉　町長に提言 沢田輝（ひかる）さん

電柱に車衝突、町職員死亡　大槌 金﨑真史さん

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/2 新たに被災2社入居 花巻市の工場無償貸し出し　許可交付 特殊鋼製造　山岸産業

地域懇談会　低い参加率 大槌の学校再編　小中一貫教育 計6回の日程終了　震災影響し生活優先　議論期待の町は困惑

東日本大震災　生活情報 大槌町

仮説自治会充実へ支援員 大槌で開始式　行政との仲介役に

2012/2/3 東日本大震災　生活情報 大槌町

大槌病院の早期復旧要望 県立大槌病院の早期復旧　土坂トンネルの早期着工　工業団地造成への財政支援

被災高校生の進学応援 遠野まごころネット、基金創設 まごころサンタ基金　

不屈「はやぶさ」紙芝居に 大船渡、大槌訪れ上演へ 紙芝居上演　杉浦貞さん　大阪

17日に創立総会 新おおつち漁協　800人へ召集通知



掲載年月日 タイトル サブタイトル / 内　容

岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》

県立高推薦851人合格 募集定員充足率は76.3% 大槌高校

求人数、大幅に増加 釜石でガイダンス　求職者参加は低調 釜石市や大槌町、遠野市の29事業所が参加し、求人数は424人

2012/2/4 東日本大震災　生活情報 大槌町

100ベクレル超受け入れず　 静岡県が基準 大槌、山田両町の震災がれき受入問題

内陸からの再起　ふるさとを胸に　27 大槌町から二戸市に避難　細川さん一家 細川美幸さん

意志招聘　過去5年最多23人 15人が継続勤務へ　被災地なお不足傾向

被災地　福よ来い 各地で豆まき行事 大槌町の生産者が育てた大根や白菜、玉ねぎなど振る舞い

2012/2/5 32市町村引き上げ検討 介護保険料　12年度から 大槌町現行基準月額　4,150円　引き上げは検討中

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/6 東日本大震災　生活情報 大槌町

自然回復促す　心のケア学ぶ 大槌で被災地研修会 智田文徳さん講演

被災者も元気に舞台 紫波町・古館公民館まつり 大槌町の吉里吉里鹿子踊り保存会

イラスト 大槌町・出雲歩　14歳

2012/2/7 東日本大震災　生活情報 大槌町

989世帯が公営住宅希望 大槌町の意向調査　県、町の想定上回る

三陸ジオパーク遺構「ジオサイト」 被災遺構候補１２ヵ所 大槌町役場/赤浜地区の一部

2012/2/8 復興の夢２０歳の自分へ 釜石・大槌の小６、中３タイムカプセル埋設

東日本大震災　生活情報 大槌町

思いを被災地に 園児にぬいぐるみを　民間団体が贈り物募集 被災女性の手芸作品も販売

2012/2/9 津波てんでんこ 大槌町吉里吉里　東谷いずみさん　/大槌町　新里利久さん

刑務作業製品を法務省無償提供 大槌など４市町に

内陸からの再起　ふるさとを胸に　31 大槌町から花巻市に避難　佐々木睦子さん

2012/2/10 東日本大震災　生活情報 大槌町

旅立ちへ　決意の舞 来月「3.11」鎮魂の海外公演 大槌町の臼沢鹿子踊り

復興　共に支えよう 被災地から20人募集 遠野まごころネット

声合わせ復興願う調べを 大槌の団体と共演も あぐどまめ

2012/2/11 内陸からの再起　ふるさとを胸に　㉝ 大槌町から矢巾町に転居　佐々木崇文さん

ボランティア不足深刻 震災１１ヵ月の県内被災地 ピークの９分の１

県内不明者なお１３１６人 大震災１１ヵ月

東日本大震災　生活情報 大槌町

復興県予算 施設移転　手厚い補助 道又内科小児科医院

記者の目 地域で体制形成が鍵 鈴木優香理さん

2012/2/14 津波てんでんこ 大槌町金澤の仮設住宅で生活　　三浦貴洋君（大槌北小１年

著者読み聞かせ 心和む本の世界　大槌・仮設集会所 「駿河の国のダイダラボッチ」著者　安志亜里さん

胸打つ清らかな歌声　盛岡 沿岸児童が参加 あぐどまめ

お好み焼き囲む笑顔 遠野の雇用促進住宅　被災者ら昼食会 大槌町大町から移住　藤原昌平さん

めがね橋　恋人集う聖地へ 遠野・宮守フェス　紙芝居など多彩に 和楽器演奏者　大久保正人さん

県立高校　出願状況（調整前） 志願者　初の定員割れ

地元高校受験者増える中学も 通学の列車復旧せず 大槌中

仮設の水道管ヒーター出火 団地内２０ヵ所で不適切施工 大槌町小槌

東日本大震災　生活情報 大槌町

復興教育の手順公表 防災、心のケア支援 「いわての復興教育」

2012/2/15 再開へ釜石市と立地協定 水産加工　２社

県内６漁協債務超過 震災による影響大きく 改善急ぎ情報公開を

１３日の市町村会議 増額補正を可決

東日本大震災　生活情報 大槌町

内陸からの再起　ふるさとを胸に　㊱ 釜石市から盛岡市へ　渕向陽子さん

県内６漁協が債務超過 ２２漁協、震災特損計上 総額６８億円　経営の改善急務

2012/2/16 津波てんでんこ 北上市堤ケ丘の雇用促進住宅で生活　畑中静子さん

東日本大震災　生活情報 大槌町

大槌に力強いエール 大相撲・峰崎親方ら訪問 このさん食堂

2012/2/17 復興への夢続々 大槌　住民、支援団体が懇談会 「パワーコミュニケーション」

健康相談、お茶飲みながら 緩和ケア医師ら話し相手　大槌 お茶っこの会

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/18 震災孤児へ支援拡大 三枝さん（作曲家）林さん（作家）ら「塾」展開 学習、スポーツ指導

信用保証の承諾額２５％増 運転資金需要で 11年4～12月県協会まとめ

東日本大震災　生活情報 大槌町

１８０人程度で来月発足 新おおつち漁協創立総会

2012/2/19 冬場こそ運動を輪投げや玉入れ 大槌で住民交流 桜木町自治会第5回ニュースポーツ大会

内陸９市町村が転入超過 転出超過　大槌町1299人

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/20 17歳の思い俳句集に 236句、震災題材多く 大槌高校

卒業式、入学式で着用 礼服を格安販売 釜石、大槌で東京の団体

支援に感謝　鹿子踊り 紫波町で20人披露 大槌・吉里吉里保存会

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/21 内陸からの再起　ふるさとを胸に　㊶　 大槌町から遠野市に避難　柏崎さん一家

大槌商業開発に復興支援の融資 岩手銀と正投銀 「岩手元気いっぱい投資事業有限責任組合」

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/22 児童館の完成待ち遠しい! 大槌で上棟式 餅まき

東日本大震災　生活情報 大槌町

早く家族の元へ　捜索 不明者最多　大槌で警察など484人の手掛かり追う 吉里吉里地区

津波てんでんこ 大槌町吉里吉里の仮設住宅で生活　芳賀紀子さん



掲載年月日 タイトル サブタイトル / 内　容

岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》

2012/2/23 がれき広域処理 政治が悲観する場合か

来月大槌に法テラス開設 移動巡回車両も導入 専門家が細かく対応

新入生に善意の体操着をお届け 大槌・つくし薬局 大槌、大槌北、安渡、赤浜の4小学校

被災地の暮らし　洋野、大槌紹介 BS日テレで25日、26日 大槌町吉里吉里

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/2/24 大槌の酒　パリで披露 日本大使館が試飲会 赤武酒造「浜娘」

公営住宅、浸水区域に 防潮堤で被害防ぐ 大槌町２予定地

新おおつち漁協 初代組合長に下村氏

「本の世界」帰ってきた 大槌　仮設校舎に移動図書館 図書館車「なかよし共和国」

東日本大震災　生活情報 大槌町

感謝と夢　世界に届け 貧困解決活動に参加 大槌高校

沿岸追悼式に無料バス 内陸避難者向け２コース きたかみ復興支援協働体

震災の犠牲者か 大槌の海底に遺体 大槌町の船越湾

牧草利用自粛１３市町村に 国の基準値が厳格化 牛用飼料の放射性セシウム

津波てんでんこ 花巻市南万丁目の雇用促進住宅で生活　阿部進治さん

2012/2/25 大槌に感謝の灯籠 町を挙げて２３０個手作り 秋田・五城目の老人クラブ

東日本大震災　生活情報 大槌町

津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅で生活　沢山美恵子さん（NPO法人職員）

全水門を手動不要化 防潮堤、10年間めど 消防団員の安全確保

社会で働く心構え胸に 大槌高でセミナー 本多孝一郎さん

2012/2/26 津波てんでんこ 大槌町吉里吉里　関谷健汰君（釜石高3年）

静岡・島田　自治会長らがれき視察 大槌　線量測り安全確認

東日本大震災　生活情報 大槌町

住宅再建　２８市町村支援 内陸でも導入へ 被災者住宅再建支援事業

2012/2/27 部活交流地域に活気 首都圏の学生が指導 大槌中

家庭の味特産品に 仮設住民持ち寄る　試食し深めた交流 大槌町ご当地グルメ開発プロジェクト「おらいのおかずのつどい」

東日本大震災　生活情報 大槌町

被災３県の沿岸部病院 3割超　回復できず 医療過疎が深刻化

１０校高台、内陸に再建 １２校、具体的協議進む 児童生徒減少で統合も

津波てんでんこ 花巻市藤沢町　松坂清さん

2012/2/28 ひな人形

震災を予言した？詩 来月、名古屋で展示へ 大槌・小川さん作「未来少女」

似顔絵で児童元気づけ 坂井さん（イラストレーター）訪問 大槌・吉里吉里小

大槌のがれき受け入れ開始 盛岡・紫波環境組合

東日本大震災　生活情報 大槌町

移動交番で拠点復活 地元に駐在所機能 被災の鵜住居（釜石）、吉里吉里（大槌）

全被災受験生に奨学金 対象拡大、活用を 遠野まごころネット基金

2012/2/28 交差点 ひな人形

2012/2/29 大槌未来図　布に縫う 生きがい実感　町に寄贈へ 共同でパッチワーク

津波てんでんこ 盛岡市南仙北2丁目　三浦理雄さん

台湾の児童が歌でエール 山田南小を訪問し交流 29日大槌町を訪れる予定

東日本大震災　生活情報 大槌町

静岡市は試験焼却 大槌と山田分

2012/3/1 内陸　ふるさとを胸に　㊽ 県立大生でボランティアセンター所属　東梅和輝さん

震災遺児に５０万～１００万円 大槌町が義援金配分決定 大槌町災害義援金一覧表

大槌の消防団に警報用サイレン 兵庫のメーカー寄贈

東日本大震災　生活情報 大槌町

釜石で女性はねられ重傷 大槌町大槌　越田智子さんの軽乗用車

2012/3/2 試練乗り越え旅立ち 夢　復興　全力誓う 県内被災地高で卒業式

東日本大震災　生活情報 大槌町

災害にも強いHPに 大槌町がクラウド導入

被災の文化復興訴え 東京で東北の救出文化財展

新おおつち漁協発足 来年度から黒字化目標

『命』を胸に万感巣立ち 県内被災地高で卒業式 大槌高　大萱生承悟君

2012/3/4 復興願い仮設に花束 宮古などでJR東労組

ダンサーと楽しく交流 大槌でイベント 大槌町小槌　城山公園体育館

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/3/5 赤い糸がつなぐ支援の絆 大槌で無料撮影会 写真家の丸谷嘉長さん

再会　涙　鎮魂の半鐘 有志が慰霊祭 住民約1割犠牲の大槌・安渡地区

東日本大震災　生活情報 大槌町

写真集は「うみとかぜとまち」から 「片寄せ波」もう一度 浪板海岸（大槌）

2012/3/6 黄色い旗が元気の印 「異変」ないか確認　近所で見守り孤独防止 大槌町仮設住宅「安心のはだ（旗）っこ運動」

小山さん（ピアニスト盛岡出身）慰問演奏 大槌で12日、大船渡13日

東日本大震災　生活情報 大槌町

内陸からの再起　ふるさとを胸に　52 大槌町から盛岡市に避難　阿部マツさん

2012/3/7 追悼と復興の誓い 県内　教訓継承へ訓練も 大槌

沿岸部５万５０００人減 大槌など5市町、1割超

東日本大震災　生活情報 大槌町

がれき海上運搬開始 がれき受け入れ自治会長連賛成　静岡・島田

被災者の４０％睡眠障害 陸前高田、山田、大槌の１万人調査 被災者の睡眠障害の状況

2012/3/8 津波てんでんこ 遠野市松崎町の雇用促進住宅で生活　川崎広志さん

東日本大震災　生活情報 大槌町
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岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》

2012/3/9 私を変えた３．１１　いわて・震災後を生きる カレンダーによる復興支援に取り組む　前田のぞみさん（盛岡市） 大槌版「復活暦」

東日本大震災　生活情報 大槌町

大槌町に職員5人を派遣へ 花巻市

「オール大槌で復興取り組む」 町長が施政方針

2012/3/10 タイムカプセル2年後が楽しみ 校舎取り壊し前に再保管 大槌・赤浜小卒業生

津波てんでんこ 矢巾町西徳田　及川喜立さん

風土計 虎舞

ニュースなぜなに？ 東日本大震災１年 立ち直りに問題多く

東日本大震災　生活情報 大槌町

不明者を一斉捜索 県警、海保　沿岸全域、3日間 久慈市から陸前高田市にかけて

内陸からの再起　ふるさとを胸に　56 妻の実家・遠野市に転居　大久保孝四郎さん

恩返し　医の道へ一歩 本県出身者の抱負 近藤央樹さん（大槌町出身）

「一人前」誓い世界へ 仏で調理師、激励胸に 柳田さん（釜石出身）祖父母（大槌町）行方不明

2012/3/11 妹の笑顔を引き継ぐ 焼き鳥の七福（大槌） 福幸きらり商店街

被災地からのメッセージ 戻りたくなる古里に 駒林麻好子さん

東日本大震災　被害状況まとめ

忘れない　あなたへの手紙 部活のアルバム　別人のように明るい息子がいた 村田比佐子さん

３４万人いまも避難 人口減、がれき　復興に足かせ 全被災地の状況

捜索（11月） 大槌湾

法テラスが開所 日本司法支援センター大槌出張所

津波てんでんこ 滝沢村滝沢の県借り上げ住宅で生活　五日市美穂子さん

被災地チームの現状 大槌俱楽部 道具失い選手離散

死者57人不明150人超 300棟倒壊、77万戸停電

大槌、振り返らない。 写真

2012/3/12 節目の日も捜索懸命 不明者発見はならず 県警海保

遺影を手に大粒の涙 吉里吉里地区など一周忌法要

漂流漁船　釜石の遺族へ 兵庫から出発 第3長栄丸

「今日が一歩」花咲く日信じ 地域住民が桜植樹 岡谷勇さん

亡き父思い浮かべ涙 実家跡で花手向け 岩間亜子さん

大槌 写真

命や絆の大切さ学ぶ 三浦妃佳利さん/古川海暉君

悲しみ　教訓後世に 碇川豊町長

2012/3/13 寝たきり95歳と息子　逃げ遅れ 村田虎三さん/長男の勝行さん

広域処理　拡大の動き 島田市（静岡）検査クリア 震災がれき

17日から大槌町土地利用説明会 まちづくり　意見募る

東日本大震災　生活情報 大槌町

魂のピアノ清らかに 小山さん（盛岡出身）寺で演奏 小山実稚恵さん

2100人哀悼深く 大槌で一般献花

英国に感謝の虎舞 ロンドン、追悼式で披露 風虎会

震災１年「忘れない」防災特集 波高「3メートル」の予想で自宅へ 津波に巻き込まれた場所

2012/3/14 がれき使い漁場復旧 大槌、宮古、八戸で 水産庁が実証試験

受け入れに発言続々 安全性に懸念も 全国の首長

東日本大震災　生活情報 大槌町

風土計 慰問演奏会　小山実稚恵さん

放課後学校　助かったょ 受験生、感謝の卒業 一青窈さんもエール

2013/3/15 本県に一時津波注意報 沿岸8市町村2500人避難 譜代で震度4

東日本大震災　生活情報 大槌町

北京へ感謝の鹿子踊 大槌の被災保存会が披露 臼沢鹿子踊

内陸からの再起　ふるさとを胸に　58 大槌高から雫石高に転校した　菊池美穂さん

サイレンに沿岸緊張 悪夢よぎる住民 津波注意報

2012/3/16 津波警戒へ避難強化 14日の注意報発令 防御力低下　安否確認徹底

島田市（静岡）が正式表明 年５千トン焼却へ」 震災がれき

支援感謝胸に巣立ち 戻った仲間と共に 大槌中卒業式

大槌町が建築制限 「復興推進」指定へ」

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/3/17 給与　国水準下回る 月平均３８万７７５８円に増 県内地方公務員

東日本大震災　生活情報 大槌町

市町村会議 補正など7議案可決

一定の病床設置 県に交付金７５億円 被災３県立病院再建

2012/3/18 島田市、がれき受け入れ

地元に戻り立志 ５人が力強く夢披露 神田実潤君/黒沢幸大君/小豆嶋大地君/中村史佳さん/藤原里緒菜さん

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/3/20 大槌・児童生徒の作文紹介 岩間はづきさん/佐々木大成君/佐藤陸君/山崎睦海さん

小中高生の震災作文集 １２３７人分を全て収録 大槌町教委が作成

東日本大震災　生活情報 大槌町

大槌での経験語り継ぐ 「風化させぬ」決意　変わらぬ街並み見届け 大阪・箕面市職員林さん

予算に見るまちの復興　④ 地元との合意に全力 町災害公営住宅のイメージ図

2012/3/21 内陸からの再起　ふるさとを胸に　61 大槌町から奥州・前沢に避難　八幡美智子さん

賃貸物件の不足深刻 内陸も新居探し苦戦 震災、みなし仮設が影響

楽しいな化学の世界 子どもたちが実験 きみたちの魔法　化学新発見

津波てんでんこ 大槌町赤浜の仮設住宅団地で生活

2012/3/22 ワカメ収穫決意の再開 父不明、船失うも奮起 佐々木正志さん



掲載年月日 タイトル サブタイトル / 内　容

岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/3/23 沿岸地価二極化 浸水域は落下拡大 公示地価

大槌町　漁協施設取得へ 新組合の負担軽減

東日本大震災　生活情報 大槌町

異なる信仰一つの祈り 大槌で合同祈願 大念寺（大萱生修明住職）

大槌再生　どう描く ５地区の街復興計画検証 町方/赤浜/吉里吉里/安渡/波板

記者の目 住民に配慮し柔軟対応を

津波てんでんこ 大槌町桜木町　佐々木史也君（大槌高2年）/北上市堤ケ丘の雇用促進住宅で生活　佐々木益雄さん

2012/3/24 復興へ水産加工４社連携 商品をネット販売 ど真ん中・おおつち協同組合

グアムで恩返し交流 招待受けきょう出発 越田会

東日本大震災　生活情報 大槌町

本県の２８万トン処理を要請 群馬など３県に文書 がれき

2012/3/25 東日本大震災　生活情報 大槌町

郷土の本棚 闘った被災者の思い迫る 生存者　３・１１大槌町、津波てんでんこ

2012/3/26 八幡町の魅力発信 屋台村、露天市にぎやか 復興屋台村

三陸の業者が海産物をPR 盛岡でイベント モリフェス2012

日報論壇 被災鉄道再建が本筋

東日本大震災　生活情報 大槌町

津波てんでんこ 北上市堤ケ丘2丁目　田代浩造さん

内陸からの再起　ふるさとを胸に　63 避難先の盛岡で生け花　菅原昌子さん、及川喜久子さん(大槌町出身）

リアス式周辺で85% 強い引き波影響か 津波不明者

古里再生　堤防に頼らず 住民ら課題共有 岩崎敬さん

避難住民ら一緒によいしょ 地元児童と餅つき交流 大槌町から避難　小川トクさん

風土計 大槌町の時報

2012/3/27 復興「オール岩手」 人員確保に不安の声 碇川豊大槌町長

ばん茶せん茶 手紙と写真の力

短信 共済連県本部が救急車寄贈

買い物代行が好調 宮古、大槌で増員へ 雇用創出事業

「浜娘」限定版を発売 来月DCに合わせ 大槌・赤武酒造

東日本大震災　生活情報 大槌町

津波てんでんこ 大槌町小槌　阿部愛音さん（大槌小5年）

2012/3/28 生活復興実感なし56% 県が初の被災者調査 生活の回復度

東日本大震災　生活情報 大槌町

地価監視区域見送り 沿岸部指定で判断 県土地利用審査会

大槌の被災文化財まとめる 調査報告書を刊行 岩手歴史民俗ネットワーク

2012/3/29 東日本大震災　生活情報 大槌町

県教員の復興教育 46モデル校決定 吉里吉里小

大槌復興へ長期支援 町と協働連携協定 明治学院大

歌の力子どもに元気 大槌でコンサート ZEROキッズ

復興道路初の用地契約 山田町と三陸国道調印町有地1.3キロ区間 三陸沿岸道路

2012/3/30 内陸からの再起　ふるさとを胸に　66 盛岡市で居酒屋を開店　田中正樹さん（大槌出身）

古川さんが宇宙のなぞ解説 大槌の児童と交流 宇宙飛行士　古川聡さん

がれき試験焼却来月から 大槌から受け入れ 奥州金ヶ崎組合方針

東日本大震災　生活情報 大槌町

イトヨ合成写真掲載 震災前の沿岸写真集

2012/3/31 東日本大震災　生活情報 大槌町

5府県3市に要請 本県などの６３万トン 震災がれき

津波てんでんこ 大槌町小槌　臼沢岬さん（大槌中1年）

2012/6/1(金） 津波てんでんこ 大槌町大槌の仮設住宅で生活 小国正勝さん（78）

用地買収に向け大槌でくい設置 三陸沿岸道路　 復興道路　

花も笑顔も育てよう 大槌で園児ら植栽 大槌保育園

宮古-釜石間の停留所増設 岩手県北バス　 大槌バイパス

2012/6/2（土） 大槌に待望の図書室 全国から蔵書支援 震災上回る6万冊 城山図書室　開館

発進、安全見守り運転隊 釜石・大槌でヤマト運輸　警察へ情報迅速に

自伐林業 習得熱心に 大槌で講座スタート

2012/6/3（日） N響との絆「協奏曲」 大槌中吹奏楽部　心一つに合同演奏会

岩手で共演 復興の力へ 英のオーケストラ×大槌虎舞

2012/6/4（月） 大槌復興策　活発に討論 住民、参画意識高める　町長「鎮魂の森」を説明

震災忘れず消防演習 大槌町　技術向上へ決意 大槌町消防団

2012/6/5（火） 大槌の働く場創出へ 2事業の受講生ら決意 大槌自伐林業家人材育成事業　三陸FEC　仕事創造プロジェクト

2012/6/8(金) 和洋融合復興祈る 大槌・虎舞と英楽団共演 チャリティーコンサート

2012/6/10（日） 大槌　漫画家が岩手応援　 子どもたちとお絵かき

バイオリン心のケアに 大槌で子ども教室 バイオリン教室　くらぶ海音

2012/6/12(火） 犠牲者 静かにしのぶ 不明者発見願う家族　県警、海保が集中捜索

台日文学者、生徒と交流 大槌高 震災題材の詩朗読 台湾で活躍する現代詩人ら6人と県ね意外の作家や詩歌人が訪問

被災者の生活再建へ　県復旧・復興ロードマップ 漁港 山田以北 14年度完成　大槌以南は15年度予定 漁港復旧

2012/6/13（水） 大槌町のがれき 来月から受け入れ 東京都が方針

市町村議会　12日 大槌町　数カ所に盛り土の高さ示す目印設置

2012/6/14(木） 市町村議会　13日 163億3438万円の補正など可決

4~5月スクラップ無



掲載年月日 タイトル サブタイトル / 内　容

岩手日報　大槌関係　記事　 平成24年 《2012年》

2012/6/16(土） 本の力　笑顔再び 被災地の読書活動は今・㊤ 大槌「森の図書館」

2012/6/17（日） 生まれ変わる支援物資 大槌の仮設団地主婦ら　衣類を作品に再利用

山田、大槌の仮設診療所にCT寄贈　東京の2団体

町民モデル 生き生き 大槌町老人ク連　2年ぶりの芸能祭

津波てんでんこ 心を癒した折り紙 大槌町桜木町　岩間梅さん

忘れない３・１１

2012/6/18 大槌模型で復活 町民と「被災前」再現 神戸大生ワークショップ

2012/6/19 つなぐ　㊷　被災地コミュニティーの今 共に畑仕事　強まる絆 コミュニティー農園「まごころの郷」

紙風船 大槌町町方地区にかかる2本の虹 深川博暉さん

東日本大震災　生活情報 大槌町

2012/6/20 被災庁舎対応どうする 大槌は伝承へ保存検討

国際会議に高橋君(見前南中)の書 リオ+20　英語で「東北、前へ」 高橋卓也

2012/6/22 仮設に笑顔　カラオケバス 東京の団体大槌で運行

描こう大槌の未来 分野を超え、あす語る会 大槌町元気興しの集い

大槌へ癒しのCD　ピアニスト遠藤さんが寄贈 物資届けた人の縁で　赤崎さん（鍼灸師）通して100枚 遠藤瑞香さん「おとのおやつ」　/　赤崎幾哉

2012/6/23 再生願い込め 被災地でヒマワリの苗植栽 女性交流会実行委員会・大槌保育園

岩手復興　大学が一役 海洋研究拠点化さらに　東京大ー大槌 東京大学大気海洋研究所　国際沿岸海洋研究センター

森林資源未来へ架け橋　秋田県立大ー大槌

交流重ね信頼関係築く　明治学院大ー大槌 大槌町吉里吉里復興支援活動

ひとこと 今を生きる姿に衝撃 明治学院大社会学部2年　水村奈央さん

学生の貴重な学びに 岩手大教育学部教授（考古学）　佐藤由紀男さん

被災地の読書活動は今㊦ 本が生み出す信頼　各地に図書室を開設 シャンティ国際ボランティア会

2012/6/24 定置網用の資材盗難 新おおつち漁協倉庫　来月再開に暗雲 新おおつち漁協

長谷部選手（サッカー日本代表）に歓声 園児、児童と交流 大槌　かみよ稲穂館　サッカー教室

2012/6/25 「復興にこそ全力を」 大槌で社民福島党首 街頭演説

盗難受け資材移動 新おおつち漁協警察は捜索急ぐ

2012/6/26 漁船寄贈　再起後押し 交換重ね企画実現 漁船お届けプロジェクト　/　ナナカラット Asami

2012/6/28 集約型商店街目指す 大槌町の復興検討会終了　住民の協力求める 大槌町中心市街地復興検討会

大槌の今　伝える決意 修学旅行で視察 山形県遊佐町の西遊佐小、修学旅行で大槌町を訪れた

2012/6/29 大槌復興の道俺たちが示す 決意胸にあす音楽フェス 大槌STANDING　STANDING　/　ありがとうロックフェスティバル

震災がれき　宮古の東京搬出終了 来月から大槌の処理へ 震災がれき

2012/6/30 つなぐ　51　被災地コミュニティーの今 建設業者が団地巡回 出前リフォーム協議会と住宅協議会主催の交流会

栄養成分表示店に釜石、大槌の11店 県内で初の登録 おらが大槌復興食堂

新おおつち漁協が始動 事業計画など決める 通常総会

2012/7/1 復興まちづくり発信 「情報プラザ」開設　計画や制度パネル掲示 大槌町復興まちづくり情報プラザ

新設校の名称募集 大槌・4小学校統合

2012/7/2 大槌でネットスーパー 注文端末を無料提供 マイヤマスト店

2012/7/4 仮設の生ごみ堆肥化 買い物かご手軽に共同農園野菜に活用 大槌町小鎚の仮設住宅

新おおつち漁協に善意 漁業復旧へ２億円支援

2012/7/5 花火大会剰余金を大槌への寄付金に 福島こども花火大会

2012/7/6 震災がれき　全国の動き 金沢市の検討会本県現地調査

大槌町議会　補正案を可決 釜石大槌行政事務組合議会

2012/7/8 再生願い中学生団体 沿岸4市町から参加交流組織発足へ 大槌・県生徒会サミット

2012/7/10 大槌に活気呼ぶ漁船 横浜・瀬谷の住民団体　購入費３６２５万円寄付 三陸沖に瀬谷丸を！実行委員会

2012/7/11 復興へ雇用創出支援 大槌町と関西大が協定

大槌の寄付金受け付け開始 鎮魂の森など整備 「鎮魂の森公園」/「はまゆり」

県立山田病院町民アンケート　「浸水域外再建」57% 「統合」25%、「被災場所」16%　入院回復望む声多く 大槌病院との統合意見25.7%

2012/7/12 最終回　満塁ピンチしのぐ 大槌1点守りきる 高校野球　/　大槌―盛岡北

2012/7/13 つなぐ　60　被災地コミュニティーの今 安心の橋　開通心待ち 大槌第9仮設団地

2012/7/15 住宅再建の消費税軽減 被災支援を強化 首相来県　二重ローン対策

被災地の声に応えて 住民「復興加速を」増税負担軽減を注文 首相の釜石、大槌視察

復興の象徴ハナモモ 遠野に苗木を植樹 静岡のボランティア

2012/7/17 海の未来大槌から発信 漁業復興へ研究発表　資源保護の重要性訴え シンポジウム

津波てんでんこ 花巻市台　佐々木タカ子さん

2012/7/18 大槌の震災がれき　都が受け入れ開始 来春までに２万１０００トン 震災がれき

災害公営住宅県が５００戸整備 大槌町、覚書を締結

津波てんでんこ 大槌町安渡2丁目の仮設住宅で生活　小国ヤスさん

2012/7/19 児童の絵　ハンカチに 花や動物、伸び伸びとデザイナーが作品化へ 大槌の4小学校ワークショップ

不来方　先行逃げ切り 大槌最終回あと1点 高校野球

大槌ナイン復興の力に 全力プレー地元熱狂 高校野球

2012/7/21 山田で自生確認 大槌では消滅　国内最南端に 北海道分布のエゾノコウボウムギ

風船で飛んでみよう！ 大槌イベント えがおせいさく委員会　/　ニッポンスマイルプロジェクト

2012/7/22 風船でふわり飛べた 大槌でイベント　子どもが空中散歩 えがおせいさく委員会

2012/7/26 新工場完成、28日出荷 被災した大槌ナカショク　水産業復興へ期待 大槌　ナカショク

2012/7/27 小中一貫校の候補地　大槌高グラウンド検討 「早期の建設一番に」安全性を最大限考慮 小中一貫校

2012/7/29 中学は北上など4校東北大会へ 盛岡・吹奏楽県大会 全日本吹奏楽コンクール第50回県大会　/　高木桜子

2012/7/31 始球式捕手に金野君（大槌高3年） 被災地支援感謝込め 高校野球　夏の甲子園開会式

2012/8/3 つなぐ　71　被災地コミュニティーの今 歌と踊り　元気届ける 大槌民謡保存会

2012/8/4 興奮、夢のプロ野球 中畑監督が横浜に招待 吉里吉里野球スポーツ少年団

手作りうちわ爽やか 盛岡の園児から届く 釜石・大槌地区成美会

2012/8/5 大槌高、東北大会へ 遠野高など3校も 吹奏楽県大会

2012/8/6 沿岸の意気　虎舞大群舞 北上・みちのく芸能まつり 大槌町虎舞協議会
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2012/8/7 新庁舎で業務開始 大槌町　役場庁舎　オープニングセレモニー

健康への影響なしと試算 金沢市が本県を調査 がれき受け入れ

よみがえる海　三陸を潜る　③ 生態系着実に再生 アマモ（大槌）

2012/8/8 山田線復旧JRと協議 畑氏の質問に平野氏 衆院復興特別委

カンボジア研修志高く 震災を契機に挑戦 大槌の釜石望鈴さん（通信制高校）

2012/8/12 追悼の花火被災地包む 沿岸7市町村、２万発

2012/8/13 忘れない３・１１ 釜石市　大槌町 震災犠牲者

論説 古里の再生語るお盆に 被災地の人口減少

2012/8/15 亡き両親のため幸せになる 被災学生NYで決意 小川彩加さん（大槌高卒）

2012/8/18 岩手発　防災教育モデル 東北みらい創りサマースクール 佐々木健

2012/8/19 つなぐ　79　被災地コミュニティーの今 79 復興　自分たちの手で 大槌町社会福祉協議会　ボランティア研修会

児童らの避難行動理解 大槌と釜石を視察 東北みらい創りサマースクール

仮設に元気　支援員新聞 イベントや役割を紹介 イトヨ便り

2012/8/20 育て携帯用アプリ開発者 大槌町と関西大　町民対象に講座

大槌町中心部に降海型イトヨ 豊富な湧水で繁殖か 大槌町須賀町

広がる地域の輪さらに 「みらい賞」に2個人1団体 佐々木健さん（大槌町教委課長）

2012/8/21 町長、仮設で聞き取り 大槌　復興政策に役立てる 町長お茶っこの会

児童フットサルに汗 渡辺選手（日本代表）が教室 赤浜フットサル少年団

2012/8/22 地域の足頼もしく AEDを備えて児童の通学安心　大槌町に日赤 スクールバス寄贈

2012/8/23 大槌を発信　みらい新聞 元記者ら団体発足

心込め３色版発売へ 大槌・障がい福祉施設 わらび学園

2012/8/25 つなぐ　83　被災地コミュニティーの今 復興花壇　希望の場に 古学校地区ふれあいドームの会

「緑のカーテン」大槌の児童に涼 県内厳しい残暑続く 暑さ対策

2012/8/26 証言DVD各地で活用 避難、連絡の参考に ３・１１その時、保育士は

2012/8/27 アンテナ 祭り復活に心の復興重ね 天照御祖神社の神幸祭

善意のせっけん仮設住宅に配布 大槌高校生らが参加

住民主体で大槌復興を考えよう 29日フォーラム 復興・共生フォーラム㏌大槌

大槌中生　焼肉に笑顔 岡山の団体振る舞う 東日本大震災復興支援ボランティア　AMDA

復興みこし育んだ友情 末永い交流誓う 大槌・神幸祭　吉里吉里小と片寄小、上平沢小

障害児の親の会に　学習用書籍を寄贈 釜石で花巻の団体 ももの会　東梅康悦

2012/8/28 菜の花に託すエール 被災者支援旅行客大槌の企画に参加 復幸応援ツアー

暑さしのぐ学校現場 被災地で体調崩す子も 大槌町の4小学校

2012/8/30 仮設校舎　暑さに苦慮 軽装や水分補給で涼 エアコン設置望む声

高気圧で海水温が上昇　沿岸部 大槌町・小鎚

スイカ囲む笑顔 滝沢の民生委員大槌の仮設を訪問 ふれあいサロン

2012/8/31 照明で練習アシスト Jリーグ　大槌の協会に贈る 大槌サッカー協会

津波てんでんこ 大槌町吉里吉里4丁目NPO法人勤務　西舘明美さん

2012/9/2 郷土の本棚 被災地の寄る辺　再会追う 復興の書店/稲泉連著　/　一頁堂書店

2012/9/4 仮設ヒョウタン　ひょっこり 大槌・小槌でたわわに 山崎ウメさん

2012/9/5 若い力　商店街に元気 児童生徒が支援活動 大槌中　職場体験　柴田朱利　松田隆宏　高木桜子　平野海愛

2012/9/6 定置網漁　再起の一歩 発足後初の水揚げ 新おおつち漁協

つなぐ　90　被災地コミュニティーの今 交流でにぎわい創出 福幸きらり商店街

波乗り　浜復活の力に 拠点の浪板（大槌）で練習 浪板海岸

津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅　佐藤静江さん

2012/9/7 津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅　山崎光さん（大槌小5年）

大槌町教委　「ふるさと科」実施へ 地域芸能、産業と連携 小中一貫校カリキュラム

大槌の集団移転計画に国交省同意 大槌町赤浜地区

2012/9/8 仮設商店街歩きやすく 大槌で秋田県立大などウッドチップで舗装 わらびっこ商店街

2012/9/9 津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅日用雑貨店経営　越田征男さん

2012/9/11 津波てんでんこ 大槌町桜木町　小川芳春さん

再起願い自作獅子頭 21日に震災後初の舞 釜石の笹山政幸さん　大槌町・安渡大神楽に寄贈

一歩一歩　ともに 北上市堤ケ丘の雇用促進住宅で生活　関妙子さん

2012/9/12 本格復興　足鈍く 県内仮設生活４万人 震災１年半

大槌町議会　当初計画より縮小の可能性 消防署含む公共施設用地

町長らの関係者職員採用 「不信招く」議員が指摘 大槌町議会

2012/9/13 津波てんでんこ 滝沢村巣子　沢田輝さん

大槌へ図書購入費寄付 静岡のロータリークラブ 後藤力三

2012/9/15 ６大会の活躍を報告 ５人が教育長訪問 大槌中相撲部

2012/9/17 もう一旗　決意の漁復帰 海再生へ願望強く 小石道夫さん

勇壮　再起の虎舞 被災した山車新造 向川原虎舞風虎会

カラオケなどで久々の再開喜ぶ 大槌で敬老の集い 赤浜地区敬老の集い

住民交流拠点が完成 大槌　地域社会再生の核に まごころの郷３・はーぶの郷　/　はーぶの家(仮称）

2012/9/20 つなぐ　99　被災地コミュニティーの今 町民のため製作に力 大槌新聞　高田由貴子　（菊池由貴子）

2012/9/21 被災親子　入魂の山車 神社祭典向け２基　宮大工の技術生かす 小石幸悦さん・幸輝さん親子　城内大神楽　/　中須賀大神楽

山田に善意の街灯　 国内外のロータリーク　24基設置、落成式 大槌町に街灯50基を設置

2012/9/23 みこし行列　浜活気 大槌稲荷神社祭典

2012/9/25 山田・大槌の震災がれき 浜松市受け入れへ

2012/9/26 津波てんでんこ 大槌町大槌の仮設住宅　沢舘友子さん

9割が浸水域内に在住 陸前高田など被災地4市町村の犠牲者 大槌町には犠牲者率25%のエリア

2012/9/30 「復興米」感謝の収穫 「安渡産大槌復興米」稲刈り　菊池妙

大槌町民思い　掲示板を設置 首都圏ツアー参加者 NPO法人共存の森　吉里吉里・浪板

障害者　仮設支援に一役 住民と清掃、球根植え 自立協生活支援部会
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津波てんでんこ 大槌町大槌　花屋　フルール花文　八幡美恵子

障害者　仮設支援に一役　 釜石・大槌の自立協生活支援部会 しゃべる場隊

大槌の仲間と　絆育む稲刈り 紫波町で児童交流 吉里吉里小の児童

2012/10/1 防災訓練　地域に絆 今春発足　住民、自主的に協力 大槌・安渡町内会

2012/10/2 伸び伸び芸術家 大槌・仮設の幼稚園児　色塗り自己表現 造形サークル活動　/　みどり幼稚園

児童に勇気　歌とダンス 劇団四季、大船渡で上演 大槌の児童無料招待

2012/10/4 大槌からがれき搬出 新潟の2市で試験焼却 震災がれき

2012/10/6 心安らぐ一流の音色 大槌中　N響奏者らが披露 午後のふれあいコンサート

2012/10/8 「野点屋」が町民もてなし 野点in大槌 陶芸家きむらとしろうじんじんさん

2012/10/9 津波てんでんこ 大槌町赤浜の仮設住宅　岡本カツ子さん

2012/10/12 ひと 大槌で地域紙「大槌みらい新聞」を発行する　 松本裕樹さん

2012/10/13 あす1周年記念感謝祭 大槌・仮設商店街 吉里吉里の仮設商店街　ニコニコ出会いの広場

2012/10/17 力くれた友人の電話 避難所回り自転車修理奉仕 内金崎大祐さん　/　内金﨑　内金崎 自転車商会

2012/10/18 第2部　高台移転の課題③ 大槌町の防集　「案分方式」立ち合い測量を省略 青木利博相談役　川野重美課長

2012/10/20 亡き息子への友情に感謝 形見　心の支えに「ずっと残したい」 佐々木貴則さん　（佐々木悠真）

被災者温か手作り品 大槌の手芸団体　盛岡できょう、あす販売 手芸サークル「片寄せ浪」

がれき処理施設増強 本県分は4地区　14年春完了へ加速 津波堆積物の処理課題

2012/10/23 大槌のがれきを敦賀が試験焼却 26日から開始

2012/10/24 被災地コミュニティーの今 大槌㊤　止まらない人口流出　再建戸惑う町外避難者 大槌町の人口流出

2012/10/25 被災地コミュニティーの今 大槌㊦　見えぬ将来　迷う帰還　住民と町　信頼醸成が鍵　 大槌町独自の住宅再建支援制度

『ビリケンさん』一日町長 大阪・通天閣シンボル　大槌に福届ける

５人の身元特定 県警、健診の検体基に 震災犠牲者

2012/10/26 やっとります　⑦ パピヨン　大槌　姉の思い出が原動力 村越由美子さん

津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅　美容室勤務　阿部順子さん

村内避難者温泉を満喫 滝沢で交流会

2012/10/29 大槌の仮設入居者調査 現状への不安深刻　復興感じる出来事大切 岩手大教育学部社会学研究室

2012/10/30 JR山田線復旧へ思い共有 釜石で集い　講演や意見交換会

2012/10/31 津波を越えた全ての生へ 大槌町の「虎舞」を見る 羊屋白玉さん（演出家、劇作家）

2012/11/2 ママさん局長再出発 赤浜郵便局（大槌）が復旧 局長　遠藤成子さん

地権者　白紙化求める 「代替候補地が不透明」 大槌町の通学、避難路整備計画

2012/11/4 絆や希望　作品に込め 陶芸や絵画並ぶ 大槌町民文化祭

白球追い熱戦再び 震災後初の開催 おおちゃんカップスポーツ少年団交流野球大会

2012/11/5 津波てんでんこ 大槌町桜木町　長洞辰樹君（安渡小6年）

2012/11/6 第3部　学びの現場から⑤ 県外の大学生ら奉仕 放課後学校「大槌臨学舎」

大槌のがれき 新潟・三条市受け入れ表明 震災がれき

2012/11/7 フラメンコで大槌激励 池川さん（東京）らライブ おらが大槌復興食堂でチャリティーライブ

2012/11/8 津波てんでんこ 大槌町小槌　団体職員　東梅和貴さん

山田線　かさ上げ費用 国、自治体負担を提案 JR復旧

2012/11/9 大槌町道小鎚線片側通行で復旧 震災影響で崩壊

2012/11/10 地鶏４羽を寄贈 「被災地の癒しに」 バッタリー村（久慈）から吉里吉里国（大槌）へ

障害者施設バザー 大槌の虎舞も登場 虎舞を披露するわらび学園の利用者

円熟、歌と踊り 大槌で高齢者祭典 復興歌と踊りの祭典

津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅　三浦禎司さん

あすハープ演奏会 ひょうたん島の復興願い

大槌に希望の火を 神戸で文灯式 1/17希望の灯り

被災建築　追憶アルバム 身近な憩いの場提供 御社地ふれあいセンター

2012/11/11 解体と保存　意見二分 全町的議論始まる 大槌町旧庁舎

みんなの校舎思い出に刻む 来春閉校へお別れ会 大槌北小・安渡小

2012/11/13 間伐材　被災地の糧に 製品化、雇用確保願い NPO法人吉里吉里国

津波てんでんこ 大槌町安渡2丁目の仮設住宅　安渡町内会事務局長　関洋次さん

希望の火　大槌照らす 古里再生を願い設置　神戸、陸前高田から分灯 3･11大槌希望の灯り

2012/11/14 被災者癒やす希望の絵画展 実家流失、自閉症の画家　明るい作風が人気 作品展「こばやしさとる」展　/　小林覚

2012/11/15 外山節魅了　全国V 自宅の被災乗り越え 佐々木あすかさん

全国に響く感謝の歌声 晴れ舞台はつらつと「復興の役に」飛躍誓う 臼澤みさきさん（大槌中2年）日本有線大賞新人賞

被災地思い熱唱 日本有線新人賞を受賞 大槌中2年・歌手臼澤みさきさん

僕らの校舎　デザイン 小学生発想豊か 大槌・開設予定小中一貫校

第4部　水産再生道半ば②　 被災漁港　地盤沈下　復旧進まず

2012/11/16 サケ不漁　再起の壁に 自力経営へ漁業者苦悩 新おおつち漁協

生徒が沿岸の奉仕活動報告 北上市・江釣子中

津波てんでんこ 大槌町小槌　藤原真紀君（大槌中3年）

地域の道路きれいに 県道トンネルで壁の落書き消す 釜石地区少年警察ボランティア協会・釜石署員・大槌中の生徒21人

仕事の心の構え学習 大槌高でキャリア教育 キャリア教育プログラム「未来パスポート」

2012/11/18 大槌の町内会へ無線機7台寄贈 大阪中之島ロータリークラブ　安渡町内会

2012/11/19 装束支援に感謝の踊り 一関の染物店訪問　津波流失から復活 大槌・神亰鹿子踊保存会

2012/11/21 釜石の平庄と大槌町 新工場立地に調印 大槌町安渡3丁目に建設予定

2012/11/22 被災地の支援策探る 関西県人会宮古など視察

2012/11/23 赤浜小の魂　永遠に 被災木看板などに再生 大槌町　和リングプロジェクト　赤浜公民館

銀ザケかす漬けいかが 再生へ期待の新商品 銀鮭の粕漬焼　/　ど真ん中・おおつち事業協同組合

津波てんでんこ 大槌町大槌の仮設住宅　大槌高2年　北田夢子さん

2012/11/26 建設業者ら浜へ ワカメ収穫収穫を代行　グループ補助金機に 事業協同組合設立

「はまぎく」で再出発 鎮魂　復興　願い命名 浪板観光ホテル

2012/11/27 大槌のがれき返却へ 新潟市住民抗議受け断念 がれきの試験焼却
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2012/11/28 イカ釣り船再起の出港 震災で焼失、県内唯一の中型船 第８１明神丸

2012/11/30 復興を問う　③ 実感乏しい政策効果 進む人口流出　大槌商工会

最大1500万円補助方針 被災製造業者が対象

2012/12/2 復興へ支援策探る 沿岸の中学生ら討論 復興支援フォーラムPARTⅡ/岩間文佳さん（大槌中2年）

犯罪や事故ないまちづくり誓う 釜石で地区大会 釜石・大槌地区安全安心まちづくり大会　古舘和子さん

津波てんでんこ 釜石市鵜住居町　理容師　阿部哲郎さん

2012/12/3 大槌小の思い出共有 来春統合を控え語る会 思い出を語る会

私の選択 被災地に心を向けて 大槌町吉里吉里の仮設住宅　弁当店スタッフ　岡本ひとみさん

2012/12/4 老舗旅館が再出発 絆の輪できる場に 小川旅館

2012/12/5 県内の２２市町村が投票時間繰り上げ 16日開票の衆院選

自然生かし大槌復興 環境学者ら8人、本出版 「天恵と天災の文化誌―三陸大震災の現場から」

被災地学ぶ修学旅行 大槌、釜石で長崎西高

2012/12/6 希望の門出へ振り袖支援 大槌で無償配布 大阪市の呉服店「大阪大進」

復興支援へ新規事業調査 大槌の工場を見学 システム開発・運用のSCSK（本社東京）

コンサート義援金大槌町教委に贈る 大船渡市　小笠原新さん/弘子さん夫妻

2012/12/7 行方不明者数大槌町が訂正 情報共有ミス

津波てんでんこ 大槌町大ケ口　会社員　泉和子さん　

2012/12/8 仮設校舎に図書館車 子どもの読書を支援 大槌町立図書館　移動図書館車

育てた野菜味わい住民が交流を図る 大槌の仮設

東北で震度5弱 津波最大1メートル観測 三陸沖M7.3

学校現場教訓生かす 児童帰宅させず待機 大槌高ルポ

2012/12/11 詩に込めた　心の思い 古里の今　自分と重ね 全国高校文芸コンクール詩部門最優秀賞　大槌高3年佐々木茜さん

大槌町議会　がれき処理含む補正などを提案 大槌町

2012/12/12 被災商業施設に預け金返還請求 大槌・元入居の店舗 商業施設「シーサイドタウンマスト」

命を尊ぶ政治が大切 被災地に心を向けて 吉祥寺住職　高橋英悟さん衆院選への思い

2012/12/13 大槌町議会　旧町役場現状保存求める請願不採択 大槌町

特産サケ戻ってこい 大槌の仮設商店街 大槌鮭祈願祭

2012/12/14 新灯台　希望の点灯 復興を見守る 大槌町　蓬莱島

音楽一緒に楽しもう 大槌であすフェスタ地元バンドも出演 「ドリーム・フェスタ～バリアフリーコンサート㏌大槌」

2012/12/15 第6部　スポーツ、体力維持の課題① 施設限られ予約殺到 練習の場が不足　/　大槌町体育館　菊池亮佑

山田町と大槌町に復興支援寄附金 大同生命保険

2012/12/16 サケ　僕らも大漁！ 大槌「帰願祭」つかみ捕り 福幸きらり商店街　鮭帰願祭

津波てんでんこ 大槌町赤浜1丁目　主婦　岡本節子さん

第6部　スポーツ、体力維持の課題② 施設損壊、運動量減る 高齢者らの体力低下　大槌町の生活機能調査

2012/12/19 ポイントカード用端末を組合に寄贈 大槌で県中小企業会

歌手・臼澤みさきさん（大槌中）復興コンサート出演へ 仙台で3月 仙台フィルハーモニー管弦楽団「みんなでつくる復興コンサート2013」

2012/12/21 津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅　焼肉店経営　田中元一さん

三陸沖地震での対応を評価 課題は寝具や食料確保

2012/12/23 津波てんでんこ 大槌町吉里吉里　竹沢瑞生君（吉里吉里小5年）

餅つきよいしょ住民に振る舞い 大槌で岩手中央農協 吉里吉里地区

2012/12/24 津波てんでんこ 大槌町小槌の仮設住宅　小西直子さん

2012/12/25 大槌に遊び場提供 滋賀のNPO法人 みんなの広場

第7部　三陸観光・交流の行方① 砂浜消失、再開に苦慮 浪板海岸

2012/12/28 集まれ！大食自慢 来年2月花巻でわんこそば全日本大会 臼澤みさきさんのミニコンサート

おいしい水大槌に 浄化装置など寄贈 盛岡西ロータリークラブ

2012/12/29 「町づくり会社」のマネージャーら募集 「復興町づくり会社」

大槌の風景手拭いに 被災団体支援へ販売 阿部恵子さん

2012/12/30 真心おせち仮設に元気 大槌でいわて生協が提供

第7部　三陸観光・交流の行方⑥　絆を強め再生の力に 連帯感共有　再訪信じる 大槌わくわくファンクラブ

2012/12/31 ３・１１　教訓　35 忘れられた津波石碑 御社地ふれあいセンター

憧れの大舞台で熱唱 新人賞・臼澤さん（大槌中） 日本レコード大賞　臼沢みさき


