
おおつちコミュニティプレイス事務局・貸し館等へのお問い合わせ 

【住所】 〒028-1112 大槌町大町 13-3 おおつちコミュニティプレイス事務局 広報係 

【電話】 0193-55-6870   【FAX】 0193-55-6871  
【ホームページ】 http://otsuchi-cp.jp/  【E-mail】 info＠otsuchi-cp.jp 
【Facebook】 https://www.facebook.com/OtsuchiCp/ 

※開館時間は 9:00～17:00（月曜休館） 

 

                            

 コミュニティプレイスイベント企画   
おおつちコミュニティプレイス事務局 では、みなさんにご自由 にご参加 いただける楽 しいイベントを  

企 画 しております。 「 こんな企 画 をやってほしい 」 「 こんなイベントがあれば参 加 したい 」 といった  
ご提案がありましたら、是非事務局までご連絡 ください。  

コミュニティプレイスは町民の皆さまに 

お気軽にご利用いただけるスペースです！ 
 

開館：火曜日～日曜日 (9:00～17:00) 

休館：毎週月曜、お盆期間中、年末年始  
 

◆貸 し館◆  

申し込み制  ※使用料はかかりません  

・コミュニティルーム（大）イベント、教室等  

・ミーティングルーム（小）会議、打ち合せ等  

※FREE WI-FI、ホワイトボード、  

キッチン有り、エアコン完備  

お気軽にご利用ください♪♪♪ 

 

 

 
大槌町商工観光課商工班より起業・新規事業活動支援事業助成金等についての詳しい 
説明が聞けます。質疑応答の時間も設けますので、この機会に疑問点などを解決してください‼ 

日  時：①11 月 10 日 (水 ) 18:30～20:30 
②11 月 11 日 (木 ) 13:30～15:30 

場  所：大槌町コミュニティプレイス コミュニティルーム 
問い合わせ先：コミュニティプレイス事務局 0193-55-6870 
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キッズスペース完備💛 

コミュニティプレイス NEWS！ 
 

大槌町役場 助成金情報説明会 

 参加無料！ 

事前申込不要 

心の復興事業実施団体連絡会を開催しました！ 

去る 10 月 12 日 (水 )、 

復興庁の助成金事業で  

ある「平成２８年度心の復興 

事業」を実施する町内外の 

団体の方にお集まりいただ

きました。当日は事務局の役割や今年度の事業の流

れ、来年度の事業の予定などについて説明を行うと共に、

グループワークを通して各団体の課題について共有し、今ま

で接点のなかった団体同士が話し合うことで交流する良

い機会にもなりました。  

これから年度末までこの助成金を使ったイベントや

講座等が町内各地で開催されますので町民の皆

さまは楽しみにしていてくださいね☆ 

 

 
 

 

 



「あの日を忘れない」 

-つくる・つどう・つながる- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足湯＆お茶っこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 イベント名 時 間 場 所 お申込み・お問い合わせ 

8 火 ベリーダンス教室 
10:00～11:30 県営屋敷前アパート 

アルグール（USHA） 

070-4099-3931 

info@usha.jp 

13:30～14:00 エールサポートセンター 

9 水 

ベリーダンス教室 
10:00～ 

11:30 

末広町災害公営住宅 

集会所 

ハーブ講座バスツアー 
10:00～

12:30 

紫波町 

参加費 2000 円 

ままりば 

080-2831-6984 

お菓子作り教室 
13:00～

16:00 

サンガ岩手 

手作り工房おおつち 

サンガ岩手(三浦・小国） 

0193-55-5776 

10 木 
県営屋敷前アパート 

花壇づくり 

13:00～

16:00 
県営屋敷前アパート 
(屋敷前アパート住民対象) 

NPO 法人グリーンフィールズ 

(吉川)090-6255-6790 

11 金 
「あの日を忘れない」 

-つくる・つどう・つながる‐ 

10:00～

16:00 

サンガ岩手 

手作り工房おおつち 

サンガ岩手(三浦・小国） 

0193-55-5776 

12 土 

宮沢賢治詩碑見学バスツアー
(釜石～住田～陸前高田) 

9:00～

18:00 

浪板ヴィレッジ前集合 

定員 24 名・要予約 

大槌宮沢賢治研究会(佐々木) 

0193-44-2544 

うたって あそんで ほぐして 

（心と体の音楽療法） 

10:00～12:00 エールサポート サンガ岩手(吉田) 

080-6057-4479 13:30～15:30 ぬくっこハウス 

15 火 
語学留学 in 大槌 

スタンダードコース 

19:00～

21:00 

大槌町コミュニティ

プレイス 

Tsubomi 

080-5555-7164 

16 水 みんなの上映会 
「虹をつかむ男・南国奮斗篇」 

13:30～

15:30 

吉里吉里第 4 仮設 

(赤浜小学校上)談話室 

三陸ブレーメン企画(島田) 

090-6514-1782 

18 金 

天然酵母パンプレート 

スクール 

10:00～

13:00 

大槌町コミュニティ

プレイス 

Tsubomi 

080-5555-7164 

脳トレーニング 

12:45～13:45 エールサポートセンター 

ソーシャルハーツ 

090-3336-6536 

14:00～15:00 はまぎくデイサービス 

15:30～17:00 大ヶ口多世代交流会館 

19 土 脳トレーニング 

10:00～11:30 県営屋敷前アパート 

13:30～15:00 ぬくっこハウス 

15:30～16:30 大槌町コミュニティプレイス 

20 日 脳トレーニング 
10:00～11:30 ぬくっこハウス 

13:00～14:00 大ヶ口災害公営住宅 

21 月 色彩セラピーの広場 
13:00～

16:00 

県営屋敷前アパート 

集会所 

東日本支援チーム・アート de セラピー

(川村) 019－653-0022 

23 水 
子育てフェス 2016 

in 大槌 

10:00～

15:00 

大槌町城山体育館 

中央公民館 

Tsubomi 

080-5555-7164 

29 火 

みんなの上映会 
「 武士の献立 」 

10:00～

12:00 

末広町災害公営住宅 

集会所 

三陸ブレーメン企画(島田) 

090-6514-1782 

ボイストレーニング 

スクール 

13:30～15:00 大槌町コミュニティ

プレイス Tsubomi 

080-5555-7164 

19:00～21:00 

30 水 

歌っこサロン 
9:30～ 

11:00 

吉里吉里第２仮設 

集会所 

講和とお茶会 

よりよい関係づくり 

13:00～

15:00 

小鎚第 4 仮設 

エコハウス 

サンガ岩手(吉田) 

080-6057-4479 

 

11 日(火)10:00～16:00 

場所：サンガ岩手工房 

(大槌町大槌 22-63-1-102) 

3/11 祈りの日、食事会

(\200)、バザー、染物体験

(\1500) 

FAX にて申込み必要 

＜問合せ＞サンガ岩手 

☎・FAX 0193-55-5776 

日 曜日 イベント名 時 間 場 所 お申込み・お問い合わせ 

1 木 ベリーダンス教室 ＆ 

やさしい太鼓作り 

13:30～

15:30 
県営屋敷前アパート 

集会所 
アルグール（USHA） 

070-4099-3931 

info@usha.jp 2 金 
10:00～12:00 末広町災害公営住宅 

ベリーダンス教室 13:30～15:30 大ヶ口多世代交流会館 

3 土 

足湯とお茶っこ 
 9:30～11:30 和野っこハウス どこでも足湯隊(ケリー) 

080-3125-3558 13:30～15:30 県営屋敷前アパート 

語学留学 in 大槌 

キッズコース 

15:00～ 

16:00 
大槌町コミュニティ

プレイス 

Tsubomi 

080-5555-7164 

4 日 足湯とお茶っこ 
 9:30～11:30 四季の郷(施設利用者のみ) どこでも足湯隊(久保田) 

090-78091194 13:30～15:30 大槌町コミュニティプレイス 

9 金 お菓子作り教室 
13:00～

16:00 
サンガ岩手 

手作り工房おおつち 

サンガ岩手(三浦・小国） 

0193-55-5776 

11 日 

第２回バラ輝石探索会

（旧浪板鉱山） 

9:00～

12:00 

浪板ヴィレッジ前集合 

持ち物：ハンマー、防塵メガネ 

大槌宮沢賢治研究会(佐々木) 

0193-44-2544 

「あの日を忘れない」 

-つくる・つどう・つながる‐ 

10:00～

16:00 

サンガ岩手 

手作り工房おおつち 

サンガ岩手(三浦・小国） 

0193-55-5776 

Tsubomi*MUSIC DAY 
14:00～ 

16:00 
シーサイドタウンマスト 

マストホール 

Tsubomi 

080-5555-7164 

 

～コミュニティプレイス事務局活動報告～ 

10 月 23 日(日)、コミュニティプレイスでは

ドキュメンタリー映画『タイマグラばあちゃ

ん』の上映会を開催しました。風の冷たい夜で

したが、たくさんの方々に足を運んでいただき

映画を楽しんでいただくことができました。 

当日は、タイマグラばあちゃんのように長井で

自給自足の生活をされている小笠原さんから

分けていただいた手作り豆腐とお味噌を使っ

て、味噌田楽と味噌おにぎりのお振る舞いもあ

り、召しあがった皆さんは「とてもおいしい！」

と喜んでくださいました。 

コミュニティプレイスはこういった上映会や

イベントの開催にもご利用いただけます。 

※今回の上映に際し、ご協力いただいた澄川嘉彦監督とみやこ映画生

協様に感謝申し上げます。 

 

 

～団体紹介～ 

株式会社アルグール（USHA：ウシャ） 
●ベリーダンス教室 

若い女性に大人気のベリーダンスですが、実は、余分

な力を抜いて筋肉や関節に負荷をかけずに行います

ので幅広い年齢層の方にお楽しみ頂けるダンスです。

男性愛好家の方も増えていますよ！ 

ご参加くださった方々のお身体の様子を見ながらゆ

っくりと基礎の動きを説明しますのでお気軽にご参

加ください。ベリーダンスのお話しや、使用する音楽

のお話しなどもみんなで楽しみましょう。手ぶらでお

越しください。 

12 月は手作り太鼓のメニューもあります！ 

●やさしい太鼓作り 講師：久田祐三アラブ・トルコ

音楽で使用するフレームドラムやダラブッカ奏者の

久田祐三氏は、ご自身でフレームドラムの制作も行っ

ています。今回は、100 均や身近にあるものなどで

手軽に揃う材料で太鼓を作って、アラブ・トルコ音楽

のリズムをたたいてベリーダンスとコラボしてみま

しょう☆ 

※イベントの詳細については、各団体にお問い合わせください 

  


