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植栽 を行 い、 花の 鑑賞 と憩 い
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画して いま す。

黒潮会では、主に学
習支援、読書啓蒙活動
などです。昨年度は、
活動の一環として卒業
生全員にオリジナル図
書カードを贈りました。
今後は市内全中学校の卒業生に贈呈すること
を目指しています。活動へご協力いただける人
は、ぜひご連絡ください。
渇問い合わせ先＝黒潮会 佐々木（察090-3583
-6527／Ｅメール：nobuo.s3566@au.com）

浜の停車場・碁石は、碁石海岸名称の発祥地
「碁石浜」
の道路向かいに位置しています。碁石
浜には公設の駐車場がありませんが、夏期には
多くの海水浴客が訪れます。
そんな中、「浜の停車場・碁石」では、集い
の広場の埋め立て造成が完成したことにより、
無料駐車場の提供ができるようになりました。
ぜひ利用ください。
渇問い合わせ先＝浜の停車場・碁石プロジェク
ト事務局 及川（察090-1499-5989）

「黒潮会」への協力者を
募集しています

浜の停車場・碁石プロジェクト
からのお知らせ
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※フェイスブック、ブログ、ツイッターを随時更新中

■大船渡市市民活動支援センター

・ 大船 渡市 観光 ビジ ョン の具
現化 の一助 とす る。

造成した
「桜花壇」
には
芝桜を植える予定です

