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暑くて寝苦しい日が続きますが、睡眠不足になっていませんか。睡眠負債ということばがあります。睡眠時間を
十分に確保できずに、睡眠不足（負債）が溜まることで、放っておけば、日常の生活の質を下げてしまうばかりで
なく、身体にも大きなダメージをもたらしてしまうことに。負債はこまめに返済することが大事です。そのためには、
質のよい眠りと睡眠時間の確保が一番。しっかり睡眠をとり、元気に夏を乗り切りましょうね。
海がない米沢。特に夏は海が恋しくなりま
すね。太平洋へ行くこともありますが、今回
は日本海。山形県庄内地方や新潟県の海水浴
場を紹介します。

①
②
③
④
⑤

①《湯野浜海水浴場》
山形県／鶴岡市湯野浜

②《由良海水浴場》
山形県／鶴岡市由良

③《マリンパークねずがせき》
山形県／鶴岡市鼠ケ関

温泉郷の広い海岸線に広がる県内
最大の海水浴場。広い浜辺、遠浅
の海、美しい夕陽が特徴。サー
フィンなどのマリンスポーツも盛
んです。
海開き期間：7/14～8/20
交通：庄内空港IC～車で１0分
駐車場：８00台(普通･･800円)

庄内海浜県立自然公園に指定さ
れており、白砂の砂丘が美しい。
白山島と夕陽のコントラストが
美しい海水浴場。海の釣堀で釣
りもできます。
海開き期間：7/14～8/20
交通：鶴岡IC～車で15分
駐車場：300台(普通･･･700円)

人工ビーチとして開設され、波
も穏やか。磯遊びができる人工
磯浜も隣接。イベント広場、芝
生広場、スポーツ広場もありま
す。
海開き期間：7/22～8/20
交通：あつみ温泉IC～車で10分
駐車場：180台(普通…700円)

④《笹川流れ海水浴場》
新潟県／村上市笹川

⑤《瀬波温泉海水浴場》
新潟県／村上市瀬波

新潟県立自然公園 名勝「笹川流れ」の中
心にある海水浴場。海水浴の他に磯遊び
や磯釣りも楽しめます。日本海に沈む夕
陽は感動的です。
海開き期間：7/15～8/20
交通：村上瀬波温泉IC～車で41分
駐車場：75台(普通･･･800円)

米沢から一番近い海水浴場。瀬波温泉街
のすぐ裏手に広がる１ ㎞のロングビーチ。
瀬波温泉の旅館から水着のまま行くこと
もできます。
海開き期間：7/15～8/20
交通：村上瀬波温泉IC～車で14分
駐車場：300台(普通･･･無料)

※海開き期間は天候
により変更あり。
※駐車料金は車両に
より変わる場合あり。

“まちのお地蔵さん”(健康一口メモ)
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『こころの健康を探求する―同一化からの自由としての共感』
Q1.綱木地区で毎年8月15日に踊られている獅子踊りは
前回は幻想に逃避したりしがみついたりして、偽りの快楽に安住するこ
その昔ある一族がお家再興を願って踊ったのが起源とさ
とで変容を不可能にしてしまい、そして苦しみを生む「同一化の病」への
れています。その一族とは誰でしょうか？
処方箋として、共感すること、共鳴することの重要性についてお話ししまし
①源家 ②平家 ③藤原家
た。この共感が難題です。我々は共感は、共感しようとしさえすれば、た
Q2.現在の米沢駅舎は市内のある建物をモチーフにして
どり着けるものと思いがちです。しかし、情熱だけではたどり着けないの
いますがそれは何でしょうか？ (国の重要文化財です）
が現実です。被災地支援の営みの中で、私はそれを被災者の方たちか
①米沢資料館 ②九里学園高校校舎
らあらためて教えていただいたことに感謝しなければなりません。何が共
感を妨げているのかを気が付かせていただいたのです。
まず一つは、評価する心が共感を妨げていました。相手の思いについ
Q3.米沢市は、我が国で最初に市制を施行した３１市の
て良いとか悪いとか、病的か健全かなど評価する心が働いている時には
１つですが、いつ施行されたでしょうか？
相手の心にたどり着けませんでした。自分の心の反応に共感がかき消さ
①明治22年 ②明治43年 ③大正8年
れていました。
Q4.「米沢牛とろべこ汁」に使われている牛肉の部位は？ もう一つは、「こういう風に考えてもらえたらいいのに」「こんな風にふる
まってくれたら問題は解決するのにな」という感じで、良かれと思う方向に
①ほほ肉 ②ばら肉 ③すね肉
（毎年天童で開催される平成鍋合戦では最高の賞 導こうとしたり、コントロールしようとする心が働くときに、相手の心にたど
り着けませんでした。自分の思いを押し付けようとする傲慢さが共感を壊
である「第８代鍋将軍」を獲得しました）
していました。
この２つの評価する心、コントロールする心を吹き消すように促され、そ
Q5.上杉鷹山の正室の名前は何でしょうか？
うしたら、自分というちっぽけな存在をはるかに超えるその人の偉大さが
①千代姫 ②幸姫 ③桜姫
響いてきました。これが共感なんだと思いました。
Dr. 小林 恒司
※答えは裏面に載っています。

日

月

火

水

1
愛宕の火祭り
18:00～21:00
愛宕神社地蔵園

2
3
きっさ万世
栄光の里盆踊り大会
10:00～12:00
18:00～19:30
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 栄光園前広場

夏休み寺子屋
13:00～17:00
春日山林泉寺

夏休み寺子屋・陶芸 夏休み寺子屋・茶の湯 納涼水上花火大会

10:00～17:00
春日山林泉寺

木

10:00～17:00
春日山林泉寺

金

土

4
5
米沢牛肉まつり おきたま産直市
18:00～20:00
8:00～9:00
置賜総合支庁玄関前
松川河川敷
19:30～21:00
松が岬公園堀

広幡夏まつり
18:00～20:00
広幡小グラウンド

KMAﾀﾞﾝｽｴｸｻｻｲｽﾞ
10:30～12:00
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
7
8
9
10
6
11
山の日
米沢混声合唱団 ﾏｻﾞｰｽﾞおしごと相談会 野の花交流会
きっさ万世(夏まつり) 夏のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
おきたま産直市
演奏会 14:00～ 10:30～14:00
10:00～13:00
10:00～12:00
10:00～15:00
8:00～9:00
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ ハローワーク米沢 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ よねざわ昆虫館 置賜総合支庁玄関前

フードバンク山形

おしょうしな市 夏のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
12:00～13:00
9:00～16:00
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 置賜総合支庁ﾛﾋﾞｰ よねざわ昆虫館

ﾐﾆﾁｭｱｽｲｰﾂのﾊﾟﾃｨｼｴに
なろう!14:00～16:00
伝国の杜体験学習室

ふわっと夏休み学習会 ふわっと夏休み学習会 ふわっと夏休み学習会

9:30～16:30

9:30～16:30

9:30～16:30

8/11

米沢中央高音楽
部ｺﾝｻｰﾄ 14:00～
米沢市市民文化会館

13
夏のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
10:00～15:00
よねざわ昆虫館

14
15
米沢駅前仮装盆 南部地区夏まつり
踊り大会18:30～ 17:30～21:00
駅前多目的広場 南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
市民納涼・福祉盆踊

16
きっさ万世
10:00～12:00
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

17
華の会(絵手紙)
13:00～16:00

まちの保健室

8/16 市民納涼・福
祉盆踊大会19:00～
西條天満公園
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 21:00西條天満公園
綱木獅子踊り奉納 松川地区夏まつり ・米沢灯篭流し
19:00～
8:30～
17:00～
掘立川橋～文殊橋

綱木円照寺跡地 松川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
22
23
24
きっさ万世
おしょうしな市
10:00～12:00
12:00～13:00
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合支庁売店前

21

20
まちなかｱｰﾄ市場

10:00～16:00
ナセBA こまや

KMAﾀﾞﾝｽｴｸｻｻｲｽﾞ ウッディコンサート
10:30～12:00
19:00～
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ﾅｾBA 米沢市民ｷﾞｬﾗﾘｰ

ますむらひろしｻｲﾝ会・
ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ13:00～,15:00～

ﾅｾBA 米沢市民ｷﾞｬﾗﾘｰ

8/11 お楽しみ映画会
万世夏まつり
(ﾍﾞｲﾏｯｸｽ)10:00～,14:00
17:30～21:00
米沢市児童会館
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
18
19

まちなかｱｰﾄ市場

10:00～16:00
ナセBA こまや

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

大会19:00～21:00 10:00～12:00

12
野菜づくり
10:00～12:00

8/19 水鉄砲ﾊﾞﾄﾙ
13:00～
西條天満公園
・おいたまの郷夏まつり

18:00～19:30
おいたまの郷

25

つくってあそぼう
ｱﾛﾏ15:00～16:00

米沢市児童会館
AKASAKA木管
五重奏団 13:30～
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

26

ままカフェサロン 野菜づくり、食事会
畑10:00～,食事12:00～
10:00～14:00
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ フードバンク山形

沖縄だらけの夏祭り

17:00～21:00
西條天満公園

金剛流・観世流

笹野奉納盆踊り大会

合同謡曲大会10:00～

18:00～
笹野観音境内

伝国の杜ｴﾝﾄﾗﾝｽ能舞台

28

27
星空ｺﾝｻｰﾄinﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ夏
11:00～11:45,14:00～14:45

29
生活支援相談員

企画ｲﾍﾞﾝﾄ

米沢市児童会館

8/28(月)

おぼこの休日倶楽部・
沖縄だらけの夏祭り
10:00～16:00
西條天満公園

写経10:00～
交流会12：00～
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

ｻﾛﾝ この指と～まれっ!

30
31
きっさ万世
10:00～12:00
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
ふくしま就職応援ｾﾝﾀｰ

相談会13:00～15:00

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

鷹山公ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
14:00～16:30
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

☆上記予定は申込みや参加費等が必要なものもあります。
詳しくは 米沢市社会福祉協議会 生活支援相談員までお問い合わせ下さい。

℡ 0238-２４-７８８１

編 暑中お見舞い申し上げます。
集
・江川（１９７３年） ・清原（１９８５年） ・松井（１９９２年） ・松坂（１９９８年）
後
8月の私の楽しみは夏の甲子園で開催される高校野球。いずれも鮮烈に私の記憶に残っているスターで甲子園の「怪
記
✍ 物」と呼ばれました。 その後、４人はプロ野球でも大活躍したので、みなさんもご存じかと思います。
その中でも江川は高校では優勝は出来なかったのですが、私と同年代で、東京六大学で優勝し、神宮球場で校歌を
唄ったことを思い出します。 今年、山形県からは日大山形が出場します、過去の最高成績は全国ベスト4（2013年）！
さて今年は？ 是非、皆さんもご声援をお願いします。 兵
よねざわプチまめ知識の答え：［Q1］② ［Q2］③［Q3］①［Q4］③［Q5］②

