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おかげさまで今回の発行で「鶴岡市避難者支援だより」は No.100 となりました。ありがとうございました。震災から約 8 か月に
なろうとする平成 23 年 11 月 4 日が No.1 の発行日でした。あれから 2 年になろうとしています。「長引く避難生活の中で、少し
でも情報収集・生活再建のお役に立てば」―発行目的は変わっていません。でも、皆様の生活は少しずつ変化していることで
しょう。一人一人違いはあっても鶴岡で、または他のどこかで、自分らしく暮らせるようになることを心から願っております。(志)

被災した世帯へのランドセル支援について（原発事故による自主避難者も対象です！）
対象者：①小学校入学を迎える災害孤児 (→新品ランドセル寄贈予定)

②生活保護家庭・生活困難家庭の新入学児童 (→新品ランドセル寄贈予定)
③震災時にすでに在学しており、何らかの形でランドセルの提供を受けたが、汚損・破損がひどく
使用に耐えられない状態である場合 (→再生ランドセル寄贈予定)
避難されている保護者が、児童が現在通園している幼稚園・保育所または入学予定の小学校を通して申し込むことにな
ります。「支援ランドセルお申込書」(幼稚園・保育園・小学校の担当者記入用)、「被災状況報告書」(保護者・園長・校長
記入用)を用意する必要があります。用紙は、鶴岡市社協の生活支援相談員(このページ最下欄に連絡先)から受け取るか、
インターネットでダウンロード・印刷して用意することができます。

ふわりぃ.com(http://www.fuwarii.com/)→「東日本大震災の被災地にランドセルを寄付しています」→「ご要望シート」
＊ご家庭でご記入後、通われている幼稚園、保育園、小学校へご提出ください。署名捺印後、各団体(幼稚園・保育園・

小学校)より、実行委員会あてお申し込み下さい。
＜ご連絡先＞「がんばれ！被災地のこどもたち！！みんなでランドセルを贈ろう！」実行委員会
株式会社協和 広報課 ＦＡＸ：０３－３８６６－８９３２
E-mail：ganbare@kyowa-bag.co.jp
これまでの活動につきましては下記のリンクよりご覧ください。
http://www.fuwarii.com/contents/tokusetsu/-20118/

「がんばれ！被災地のこどもたち！！みんなでランドセルを贈ろう！」実行委員会は「東日本大震災が発生した年に
誕生されたお子様が無事にご入学されるまで、全力で応援していきます！と宣言しています(^_^)

「週末寺子屋 in 鶴岡」(主催：子ども支援フェイスブックプロジェクト)開催レポート！
夏休み以降、毎月一回開催している「週末寺子屋 in 鶴岡」
。今月は 10/12(土)-13(日)
二日間開催されました！鶴岡会場では毎回マンツーマンの個別指導で自分の希望教科に
取り組むことができます。今回も宮城県・福島県の世帯から小学生～高校生まで 4 名に
お申込みいただきました。開催には、個人ボランティアの岩松美代先生、退職校長会の
皆様にもご協力いただきました。退職校長会からは地元のお菓子屋さんのクッ
キーや手作りのクルミのストラップのプレゼント、民田市民農園利用者の鈴木

利男さんからモッテギクなどのお野菜のおみやげが差し入れられました(^_^)/

庄内弁 3 回目はこれ！！

Let’s“庄内弁”♪

《 単 語 と 使 用 例 》
☆ とのぐぢ --- 玄関
使用例 :
☆

とのぐちがら出るさげ

(玄関から出るから)

むつける --- すねる。へそを曲げる
使用例 : 何、むんつげでんなやぁ～あんたが、やじゃがねごどばっかりすっさげ、
やんだぐなったなや

( 何、すねてるの？ 貴方が、しょうもないことばかりするから、
嫌になったのよ～)
＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）ホームページ http://www.shk01.jp/
内容のお問い合わせは 0235-24-0053 または kyouko-siga@shk01.jp(担当：志賀・清水)wanpag

【10・11 月の予定 】
19 土つるおか大産業まつり
10：00～16：00 小真木原公園
「守る家」主催庄内の秋の味覚芋煮会
11:00～谷定ハウス(谷定字宮下 10)
ふたばワールド 201310:00～福島県広野町
20 日つるおか大産業まつり
9：30～15：00 小真木原公園
21 月鶴岡市こころの健康相談(要予約)
①13：30～②14：30～ 「にこ♥ふる」
22 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
市役所 6 階大会議室西＊自由来所型の相談会

23 水
24 木健康無料相談(老人福祉センター)
13：30～15：30(60 歳以上の方対象)
ひなん女子会(平日開催 10/28)申込み〆切日

25 金法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）
申込：山形法律相談センター023-635-3648
会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3 階)
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00
ともしび出前うたごえ喫茶 in つるおか〆切日

26 土鶴岡お菓子まつり 10:30～17：00
27 日「なんど大根」収穫体験♪ 10：00～14：00
民宿田麦荘へ集合！

食文化を楽しむ
♥♥ 鶴岡お菓子まつり ♥♥
10 月 26 日(土)～27 日(日)10:30～17:00(27 日は 16:30 終了予定)
鶴岡市マリカ市民ホール(鶴岡駅前マリカ西館 3 階)
鶴岡の伝統の和菓子から洋菓子まで、ここですべてを楽しめます♪
お菓子の即売：鶴岡菓子協同組合加盟店の自慢の銘菓をお得な価格で！！
お菓子作り体験
：特製和菓子作り体験 1 個 150 円、
鶴岡伝統飴細工体験１回２００円(両日 15:00 まで)
どら焼き作り体験 ３個３００円
フルーツ生ロールケーキ作り体験 １個８００円
(両日共先着５０個限定、随時体験可能です♪)
デコレーションケーキ作り体験 1 個 1800 円
（先着 15 個限定、11:00～12:00）
お茶席：
（両日共 16:00 まで）抹茶・和菓子セット４００円
※遠州流 佐藤宗倞 社中
その他、生け花展示、商品券が当たる「アメ細工の重さ当てクイズ」
、鶴岡菓
子協同組合員の和洋工芸菓子展、お楽しみ抽選会など、盛りだくさんです！
避難者交流
第６回ひなん女子会（平日開催）
１０月２８日(月)9:30～11:50 「にこ♥ふる」3 階（栄養指導研修室）
今回は、お抹茶に挑戦です！「本格的な茶道は分からない」と言う方も大丈
夫(^_^) 自宅で気軽にお茶を立てて和菓子をおいしくいただけるようになっ
ちゃいましょう♪ 詳細は同封の案内チラシをご覧くださいね（*^_^*）

鶴岡お菓子まつり 10:30～16：30
鶴岡市マリカ市民ホール

28 月ひなん女子会(平日開催)9：30～11:50
29 火
30 水
31 木健康無料相談(老人福祉センター)
11/1 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

2土
3 日ともしび出前うたごえ喫茶 in つるおか
18:30 開演鶴岡市こぴあ 2 階ホール

4月
5火
12：30 開場 13：00 開演 市文化会館

6水
7 木健康無料相談(老人福祉センター)
8 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

9土
10 日
11 月
12 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
市役所 6 階大会議室東＊自由来所型の相談会

13 水
14 木健康無料相談(老人福祉センター)
15 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00
わかりやすい賠償請求の座談会 11:00～13:00
わかりやすい賠償請求個別相談 14:00～17:00
原子力損害賠償支援機構主催(宝田集会所)

16 土
17 日
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

23 土

避難者招待 こころ晴れ晴れいやしのコンサート～みんなで一緒に～
11 月 10 日(日)受付 13:30～開演 14:00～(15:15 終了予定)
会場：ひらたタウンシアター シアターOZ（酒田市飛鳥字契約場 30 番地）
酒田市出身の上々颱風(しゃんしゃんたいふう)のボーカリスト白崎映美さん
の元気な歌声で笑顔になりましょう！
童謡から演歌まで年代を超えて勇気をもらえる内容です(^_^)/
詳細は以前同封の案内チラシをご覧ください。入場無料ですが、
事前にお申込みが必要です。まだ席がありますのでお早めにどうぞ！
申込み・問合せ：0235-68-5477 児童家庭支援センターシオン
避難者招待
ともしび出前うたごえ喫茶 in つるおか
11 月 3 日(日)18:30 開演 鶴岡市こぴあ 2 階ホール(鶴岡市余慶町 1-2)
あの、東京新宿のうたごえ喫茶ともしびが鶴岡にやってきます！「うたごえ
喫茶なんて懐かしい！」という方も、
「うたごえ喫茶って何？」と言う方も、
歌が好きな人なら皆で楽しめる素敵な時間を提供してくれる予定です。
メンバーの一人、吉田正勝さんは福島県浪江町出身です！
当日は、ドリンク付で歌集も借りることが
できて、一般の方 2,000 円のところ、鶴岡
市に避難している方は無料招待となります!
参加ご希望の方には無料招待券を差し上げ
ますので、事前にお申込みください。
10 月 25 日(金)〆切です！
申込み・問合せ：0235-24-0053
生活支援相談員（清水・志賀）
避難者招待
11 月 5 日(火)12:30 開場 13:00 開演 鶴岡市文化会館(馬場町 11-60)
大人も子どもも楽しさいっぱいのオーケ
ストラを体験してみましょう♪
先週の「鶴岡市支援だより No.99」と
同封になった封筒の中にご招待券が入っ
ています。1 枚で何人でも有効ですから、
ご家族みんなでご来場くださいね。
曲目：「ウィリアム・テル」序曲よりスイス軍の行進/おもちゃの交響曲第一
楽章/エーデルワイス/アメージンググレース/アルプス一万尺、他(変更あり)

