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全国的に話題になった、マンガ『美味しんぼ』読みましたか？
立場、考え方の違いにより、受け止め方はさまざまだったことでしょうが、多くの人たちに、あの震災で起きたこと、
そして、これからの日本のこと、子どもたちの未来のことを考えてもらうきっかけになったとは思いませんか？
さて季節は初夏、新緑のまぶしい季節になりましたね～。うっとうしい雨も、植物には恵みの雨。木々の緑にはさま
ざまな効能があると言われています。梅雨の晴れ間に森林浴など、いかがでしょう。

【第6回】
今春、米沢市より若いお相撲さんが誕生しました。
出羽海一門尾上部屋に入門した「髙倉山」。現在序の口十二枚目。
今回はその髙倉山のご紹介です。
本名木村隼也くんは、家族５人で福島市から避難してきました。お父さんの哲也さんもかつては「乾道」という
名のお相撲さん。長男の隼也くん、次男の竜也くんともに小さいころから相撲を始めて、「いつか自分もお父さ
んのようなお相撲さんに。」と思っていたそうです。
稽古を積んで、たくさん食べて、身長１８０㎝、体重１１５㎏になりました。
その体格と技で中学時代、東北大会、全国大会にまで勝ち進み、めでたく、中
学卒業と同時に入門。母親のくに子さんとしては、せめて高校卒業するまでは
手元に、という思いもあったそうですが、「高校の３年間、もったいない」と、
隼也くん自らの強い意志で、厳しい角界に飛び込んで行ったそうです。
一番出世はしたものの、５月に行われた夏場所では惜しくも３勝４敗。７月に
行われる名古屋場所に期待がかかります。

〈生活支援相談員より…〉
相撲界の厳しさを知りながら、あえてそこに送り込んだ父哲也さん。
ケガしないで元気でやってくれたらという母くに子さん。
離れてはいても心の中ではいつも応援しているという、温かいまなざしのご両親でし
た。私たちも応援します!! (^0^)/

「２年間で十両に上がる」という力強い
目標に向かってがんばっている髙倉山

おきたまの多種多様な美しい花々をご紹介しま～す。
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バラ

背丈80㎝の大輪や美人
の代名詞でもある豪華絢
爛な花です。
綺麗な薔薇には…。満開
の季節は香りも満喫でき
る花です。
南東北の一部にしか自生
していないという貴重な花
です。
あやめ、花しょうぶ、かき
つばたの違いを確認して
みては?
心と体のリフレッシュに、
ハーブの香りが癒してくれ
るかも?

～

シャクヤク

見頃 主な場所(開催期間)
6月上旬 南陽市
・諏訪神社
6月中旬 (6/1～15)
6月上旬 南陽市
・双松バラ園
6月中旬 (6/1～7/6)
6月上旬 飯豊町・どんで
ん平ゆり園
6月中旬 (6/14～7月中旬)
6月中旬 長井市
・あやめ公園
7月上旬 (6/14～7/6)
6月中旬 川西町・置賜公
園ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ
7月中旬 (6/28～7/21)

米沢市では天元台高原の高山植物もおすすめです！
番外編…夜に点滅し、空飛ぶ花？
小野川温泉のほたるまつり（6/21～7/21）

体験レポート
～東北のパワーを実感～
5月24日、25日に開催した「東北六魂祭2014」
今年のテーマ『起』は、深い悲しみから立ち上
がり、手を携えて東北の新しい道しるべを示そ
う!を合言葉とし、天候にも恵まれ、各イベント
会場に２日間で26万人もの人出で盛り上がりまし
た。復興へ向けた決意と強い絆が山形市から発信
されたことでしょう。
今年行けなかった方も、来年以降の「東北六魂
祭」を体験してみては。
ちょこっとつぶやき
日頃の運動不足の影響？か、足腰に疲労感を感じ
ましたが、東北六県の「ミス○○（美女）」が勢揃
い（*^_^*)目の保養にもなり、楽しい１日がすごせ
ました。
ブルーインパルスの展示飛行もすばらしかったです。

日

月

火

水

木

金

土

1

2
ヨーガ療法

3

4
きっさ万世

5

6

7

ままカフェサロン たけの子親子無料英 やまがた森の感謝祭
会話 9:30～10:00 2014 10:00～15:00
10:00～12:00
10:00～14:00
源流の森(飯豊町)
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ あおぞら館

10:00～12:00
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

すくすくたけの子親子 瑞宝太鼓ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ

Entrance Jazz

山形おきたま産直市

ｻｰｸﾙ 10:00～12:00 19:00～20:40

Night

8:00～9:00

あおぞら館

10
ももりん

9

8

11
きっさ万世

19:00～

高畠文化ﾎｰﾙ まほら 伝国の杜 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 置賜総合支庁玄関前広場

たけの子お話会 ままカフェプラス

笹巻っていいなぁ…

13:30～14:00

10:30～11:30

13:30～

あおぞら館
12

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 伝国の杜 体験学習室

13

14

ままカフェサロン たけの子親子無料英 たけの子自然学校
10:15～12:00
会話 9:30～10:00 9:45～14:30
10:00～12:00
10:00～14:00
あおぞら館
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 あおぞら館

おきたま・ふくしま週末

寺子屋 13:30～16:30

林泉寺
おやこ緑陰学級

米沢男声合唱団

9:00～14:30

定期演奏会 14:00～

「そんぴん村」ｷｬﾝﾌﾟ場

伝国の杜 置賜文化ﾎｰﾙ

山﨑まさよしｺﾝｻｰﾄ

6/8
ドラマチック 戎市

17:30～

10:00～15:30

米沢市市民文化会館

粡町通り商店会路上

15
市民茶会

16
ヨーガ療法

10:30～15:00
座の文化伝承館

17
ももりん

18
きっさ万世

19

20

21

すくすくたけの子親子

押し花体験教室 ままカフェプラス

ままカフェサロン たけの子親子無料英 糸電話をつくろう
10:15～12:00
会話 9:30～10:00 15:00～16:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～14:00
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 あおぞら館
米沢市児童会館

ｻｰｸﾙ 10:00～12:00 13:30～15:30

22
23
芸能部会発表会

24
ももりん

ﾌﾟﾚ「冒険遊び場あそべん
ちゃーﾗﾝﾄﾞ」10:00～16:00

10:30～11:30

あおぞら館

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ あおぞら館

25
きっさ万世

26

27

28

ままカフェサロン たけの子親子無料英
10:15～12:00
会話 9:30～10:00
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 あおぞら館

10:30～16:00
置賜総合文化ｾﾝﾀｰ
おきたま・ふくしま週末

まちの保健室

南相馬市対象のADR

寺子屋 13:30～16:30

10:00～12:00

お話会 10:00～12:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

林泉寺
たけの子自然学校

6/22
カッパ座公演

9:45～14:30

13:30～

あおぞら館
29

高畠文化ﾎｰﾙ

原子力損害賠償個別
相談会 13:00～16:00

まほら

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

30
生活支援相談員

米沢牛さくらんぼ たけの子畑に行こう
企画ｲﾍﾞﾝﾄ
まつり 10:00～15:00

10:00～14：00

松川河川敷

あおぞら館

原子力損害賠償個別
相談会 10:00～16:00

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

６/２５(水)
さくらんぼ狩りしませんか？
10：00～14：00
すこやかセンター発着

☆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✍
6/１にいくつかの米沢市内小学校運動会と合同で地区運動会も開催されました。３年前に体験した時は運動会の
進行に衝撃を感じました。（@＿@）
違いといえば、県立高校入試の制度も違います。受験生の保護者でなくとも、不安はつきもの。日々の相談に応じ
た対応を心がけます。
「なじょしったぁ」が毎月発行となり、イベントの予定をたっぷり掲載できます。おすすめのイベントがありましたら、早
めに情報をお知らせ下さい。 <(_ _)>
岡
汗かき相談員？がお邪魔しま～す。(^_^；)

