米沢市社会福祉協議会
生活支援相談員

Ｈ26.11.1発行

Ｖol．26
山から紅葉前線が一気にかけおり、街全体が赤や黄色に色づき、とてもきれいな季節ですね。でも、この美しさもほ
んの一時。北風が吹き、あっという間に落葉。その後は、白一色の世界に。紅葉は、木々が冬の眠りに入る前の美の
饗宴。宴の後は、きれいな彩りを放って散っていきます。そして、春の芽生えに備えます。
私たちを一日照らしている太陽が山すそに沈むときの美しさも、何ともいえませんね。赤や黄色やあかね色に染まっ
て。これから空気が澄んで、夕焼けが一段ときれいな季節に。ちょっと視線を上げて、眺めてみませんか？
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開催報告!!
平成26年10月21日

白布温泉中屋不動閣
にて食事や温泉を
堪能しました（＾0

たくさんの笑顔み～つけた♪

ヨーガ療法体験中(ﾟ▽ﾟ)

『クリスマス・フラ』
クリスマス・フラ』プロジェクト始動！
避難されているママ世代、おばあちゃん世代がフラダンス
に挑戦。ステージ発表に向け立ち上がりました。
今まで支えて頂いた方、お世話になった方、スーパーでや
さしく励ましの声をかけて頂いた方、そして何よりも大好きな
家族に心から感謝の気持ちを込めて踊ります。
現在、約２０人がステージ発表に向け猛特訓中。全１０回
の練習は和気あいあいながら真剣そのもの。皆さんの熱い
思いが溢れています。
当日は、感謝のメッセージを葉っぱにした「ありがとう」の
木をバックに子供や赤ちゃんを抱っこしたママさんたちも踊
る予定です。言葉で言えなかった「ありがとう」をフラダンス
でしなやかに心を込めてたくさんの方に伝えます。
◎ステージ発表は
１２月１３日(土）に開催予定の
『子育てお母さんフレー！
愛広場～クリスマス会』
乞う御期待！ 一回限りです。
お見逃しなく！

〈Ｑ１〉 笹野一刀彫の材料として用いられている
主な木は何の木でしょうか？
① 柿 ② 杉 ③ タラ ④ コシアブラ
〈Ｑ２〉上杉雪灯籠まつりで作られる雪灯籠の数
は何基でし ょうか？
① 30基 ② 300基 ③ 3000基
④ 30000基
〈Ｑ３〉米沢市の市章は何の花をモデルにしてい
るでしょうか？
① 梅 ② 牡丹 ③ 桜 ④ しゃくなげ

〈Ｑ４〉 次のうち冬場は閉鎖されてしまう温泉は
どこでしょうか？
①滑川温泉 ②五色温泉 ③湯の沢温泉
④ 新高湯温泉
※答えは裏面に載っています。

日

月

火

水

木

金

土
1
秋の収穫市＆舘山りんご

ﾌｪｱ10:00～15:00

伝国の杜前広場
山形県警察音楽隊
演奏会 14:10～
西部小学校東体育館

11/1

中部地区文化祭

3
文化の日
4
2
窪田地区文化の 米沢七中吹奏楽部

5
きっさ万世

6

・冒険遊び場あそべん
ちゃーﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
青空保育たけの子

西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ周辺

7

8

10:00～16:00

まつり 9:00～16:00 定期演奏会 14:00～
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ
窪田小体育館

ままカフェサロン たけの子親子無料英 冒険遊び場あそべんちゃー
会話 9:30～10:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
10:00～12:00
10:00～14:00
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 青空保育たけの子

西部地区文化祭 西部地区文化祭

米沢市・市民福祉

冒険遊び場あそべんちゃー

9:30～16:00

大会 13:30～16:30

ﾗﾝﾄﾞ10:00～17:30 きこう 14:00～
青空保育たけの子 伝国の杜 体験学習室

9:30～15:00

西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ周辺 西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ周辺
米沢工業高校吹奏楽部

伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

むかしむかしを

Jazz Café Live

定期演奏会 14:00～ 18:30～ 伝国の杜
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ ﾐｭｰｼﾞｱﾑｶﾌｪ Culture

9
10円バザー
10:00～12:00

旧羽黒電子工場

10
11/9
・冒険遊び場あそべん
ちゃーﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
青空保育たけの子

11
ももりん

12
きっさ万世

13

金澤翔子さん席上揮
毫・金澤泰子さん講演
会 15:00～16:30
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

週末寺子屋

11/12

まちの保健室

13:30～16:30

・すくすくたけの子親子
ｻｰｸﾙ 10:00～12:00
青空保育たけの子

10:00～12:00

林泉寺
ﾌｫﾆｸﾗｰｽﾞ2014

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
鎌田實文化講演会
13:30～
グランドホクヨウ

14:00～
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

16

17
ヨーガ療法

14

15

ままカフェサロン たけの子親子無料英 冒険遊び場あそべんちゃー
会話 9:30～10:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
10:15～12:00
10:00～12:00
10:00～14:00
すこやかセンター 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 青空保育たけの子

18
ももりん

19
きっさ万世

野の花交流会

よねようまつり2014

10:00～13:00
9:15～12:00
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 米沢養護学校
冒険遊び場あそべんちゃー

ﾗﾝﾄﾞ10:00～17:30
青空保育たけの子

20

21

22

ままカフェサロン たけの子親子無料英 11/21
定期演奏会14:00～ 10:00～12:00
会話 9:30～10:00 ・冒険遊び場あそべん
10:15～12:00
10:00～12:00
10:00～14:00
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ すこやかセンター 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 ちゃーﾗﾝﾄﾞ10:00～17:30
青空保育たけの子

米沢ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団

冒険遊び場あそべんちゃー

甲子大黒天例祭 押し花体験教室

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
青空保育たけの子

10:00、12:00

生活支援相談員

小野川温泉

13:30～15:30
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

コミセンレストラン

たけの子読み聞かせ

11:00～13:00

13:00～13:30
青空保育たけの子

六郷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
振替休日
25
23
勤労感謝の日 24
人形劇の日
ｺｰﾙ華＆女声合唱ゆずり葉 ももりん

26
きっさ万世

27

11/21(金)
企画ｲﾍﾞﾝﾄ
米沢伝統野菜を
学びませんか？
10:00～14:00
すこやかｾﾝﾀｰ発着

28

29

ままカフェサロン たけの子親子無料英 多言語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ
合同演奏会14:00～ 10:15～12:00
会話 9:30～10:00 ＆国際交流14:00～
10:30～12:00
10:00～12:00
10:00～14:00
米沢市児童会館 伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ すこやかセンター 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 ホテルサンルート米沢

週末寺子屋
13:30～16:30

林泉寺
ｱｶﾃﾞﾐｰｽﾄﾘﾝｸﾞｽ合奏団
定期演奏会 16:00～
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

原子力損害賠償相談会 冒険遊び場あそべんちゃー 冒険遊び場あそべんちゃー
お話会10:00～12:00
ﾗﾝﾄﾞ10:00～17:30 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
個別相談13:00～16:00
青空保育たけの子 青空保育たけの子
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

原子力損害賠償個別 山大工学部・米女短
相談会 10:00～16:00 吹奏楽団演奏会16:30～
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

30
ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00
青空保育たけの子
創作ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ﾏﾀﾞﾑ・
ｱﾝｺの伝説」14:00～
川西町ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ劇場

☆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
編集後記✍
きれいな夕焼け、で思い出すのは、『アルプスの少女ハイジ』の中の１シーン。「夕焼けはな
んであんなに美しいの？」とハイジが尋ねると、おじいさん、「おひさまが山におやすみを言っ
たんだよ。自分の一番きれいな光をそそいで、また、あした会おうと、約束したんだよ。」と。一
日の最後に一番きれいな光を放ち、また明日会いましょう、すてきな一日が来ますようにとい
う願いをこめた、希望の輝きです。きれいな紅葉や夕陽を見ると幸せな気持ちになりますね。
隣にだれかいると、なおgoodだね～
ああ、ロマンチック。
森
米沢プチ豆知識の答え:〈 Q1〉4〈Q2〉2〈Q3〉3〈Q4〉1

冒険遊び場あそべんちゃー

