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震災から 2 年 8 か月となる 11 月 11 日、鶴岡市街地でみぞれが降る寒い一日となりました。いよいよ冬の足音が聞こえてき
ましたね(^_^;) 衣服・靴・寝具・暖房器具といった冬支度は少しずつ始めておられたでしょうか。 お車の準備はいかがです
か？タイヤ交換を手始めに、いろいろと装備を整えてくださいね。29 日の「やまがた冬の暮らし交通安全講習会」ではドライブ
シュミレーションで雪道運転の練習もできますから、ぜひご参加くださいね(^_^)/ (志)

被災地に戻る時や、被災地からご親族が鶴岡市にやってくる時に、いつも通るおなじみの「国道１１２号月山道路」

“国が管理する冬場で通行可能な峠の道路の中で日本一積雪量が多い！”道路だって、ご存じでしたか？(>_<)
今年は１１月１１日に初雪で除雪車も初出動という事態になった月山道路。さっそく月山国道維持出張所の松田道雄
所長にお話を伺いました。その時いただいたのが、下の２枚の写真です！

湯殿山インターチェンジ前の上り方面の道路の様子
２０１３年１１月１１日(月) 午後 1 時頃

月山第一トンネル鶴岡側(下り方面)の道路の様子
２０１３年１１月１２日(火) 午前８時頃

11/11(月)と 12(火)の市内の道路を思い出してみてください！ アスファルトの雪はとけていましたし、みぞれか
雨のお天気でしたよね。でも、月山道路は写真のように圧雪状態だったんです！特に 11 日は平地の道路状況で大丈夫
だと思ったドライバーがノーマルタイヤのままで月山道路を通行しようとして、５台くらい自損事敀で救援を待つ状態
になったそうです(-_-;) 何より普通タイヤでの雪道走行(凍結のため滑るおそれがある道路含む)は道路交通法等に

より罰則対象になるんです！“全車輪”に冬タイヤを取り付け（普通タイヤなら駆動輪にチェーン装着）しないと・・・
罰金：５万円以下 反則金：大型７千円・普通６千円・二輪６千円・原付５千円 なんです(T_T)
「『ちょっとだけなら大丈夫かな』とタイヤ交換の手間を惜しんで事敀になった場合、寒い中救援を待たなければなら
ないし、レッカー代・修理代かかるし、罰則まで受けることになったら大変ですよ。とにかくすぐ適切なタイヤ交換を

して、安全に走行してください。雪道になれたドライバーからあおられても焦らずあわてず、ゆずりあい道路などを利
用して追い越してもらい、決して無理な速度での運転はしないようにしてください」と松田所長はおっしゃってました。
これからの季節、道路情報を確認しながら安全に事敀のないよう月山道路を通行してくださいね！

国土交通省 月山道路情報ターミナル 0235-57-5016

＊２４時間有人対応です！

※平成 25 年 2 月以降はターミナルにかけた電話は転送されて、酒田河川国道事務所の監視室(酒田市内)で受けての有人対応となります。

携帯サイト「庄内かわ・みち情報」にて路面状況、雪情報を確認できます！

月山道路はメイン画面の「国道１１２号」からお進みくださいね(^_^)
提供情報は・道路画像・路面状況・気温・路面温度・風向・風速・積雪量
などです。QR コードを読み取れる携帯端末をお持ちの方はこちらの→
コードを読み取ると直接アクセスできます。
*編集・発行
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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

ソフトバンク

【11・12 月の予定 】
16 土「ひなんオヤジの集い 2013」
「にこ♥ふる」8：30 出発 16：00 戻り予定

17 日フィットネスダンスフェスティバル
開場 9：00 開始 9：30～11：30

山形県美展・県子ども絵画展(最終日)
鶴岡市アートフォーラム 9：30～18：30

18 月
19 火心もゆるめるヨーガ教室 10：00～11：30
20 水
21 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)
22 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

23 土 No more 原発シンポジウム in 鶴岡
13：30～17：00 鶴岡協同の家こぴあ 2 階ホール

お知らせ 庄内地方避難者相談会の開催日程について
毎月第二・第三(火)11:00～15:00 鶴岡市役所（馬場町 9-25）
11 月の第四火曜日は避難者相談会はお休みになります。ご注意ください。
（12 月は通常通り、第二・第四火曜日で開催致します）最近のご相談傾向は、
山形県での住まい、お子さんの学校のこと、帰還先での仕事のこと、などが
増えているようです。お気軽にご来場くださいね。福島県職員、生活相談員
の他、就職相談員が同席することもありますので、お問い合わせください。
お問い合わせ：0235-25-2111 鶴岡市役所 防災安全課 （佐藤）
健康とリラクゼーション 心もゆるめるヨーガ教室 ～毎月定期開催中
11 月 19 日(火)10:00～11:30「にこ♥ふる」3 階 健康増進ホール１
ストレスの多い現代人の為に研究されたヨーガ・セラピーを取り入れたヨーガで、
自分の体調に合わせて動きを加減できるので、男性、高齢の
方や身体が固い方もご心配なく参加ください！
定員：15 名、持ち物：ブランケットやバスタオル、飲み物
参加費：無料（参加者には自宅でもヨーガ実践できるよう日本ヨーガ療法学会監修ＤＶＤを差し上げます）

申込み・問い合わせ：090-4371-5961（庄内ﾖｰｶﾞｱｸｼｮﾝ ｻﾝﾄｰｼｬ：佐藤）
0235-24-0053 生活支援相談員（清水・志賀）※送迎もご相談ください。

24 日第三回南相馬親睦会(12/7)申込〆切日
ひろっぴあ de クッキング「かたぐるまでパンを作ろ
う」お昼 12：30～ゆうあいプラザ「かたぐるま」

25 月
26 火庄内地方避難者相談会はお休みです。
27 水
28 木健康無料相談(老人福祉センター)
29 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
やまがた冬のくらし、雪道の安全運転に関する講
習会 11:00～11:30 宝田住宅・集会所

30 土
12/1 日「自律訓練法・呼吸法体験」
(子どもの問題を考える会酒田定例会)
酒田市総合文化センター4 階 13:00～

2月
3火
4水
5 木健康無料相談(老人福祉センター)
6 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

7 土第三回南相馬親睦会(山形市)
8 日第 7 回ひなん女子会(週末開催)
9月
10 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

エネルギー問題

「No more 原発」シンポジウム in 鶴岡

11 月 23 日(土・勤労感謝の日)13:30～17:00 鶴岡市こぴあ 2 階ホール
日米 50 か国を超える取材から見えてきた原発推進の意図と原発被害の現実。DVD
「未
来への決断」の上映と 3 人の報告者のリポートから、エネルギーの未来を創る挑戦に
ついて考えるシンポジウムです。3 人の報告者のプロフィールは以下の通りです。
◇樽川和也(たるかわ・かずや)さん―福島のキャベツ農家
1975 年福島県須賀川市生まれ。2005 年から実家の農業に従事。震災後
2011 年 3 月 24 日、父・久志さん自殺。以後、福島原発訴訟団に加わり、
東電の責任を追及している。DVD「未来への決断」part１に出演。
◇武内賢二(たけうち・けんじ)さん―自然エネルギーの専門家
1968 年山形県天童市生まれ。2009 年天童市内に自然エネルギー専門店「株
式会社ソーラーワールド」を設立。自然エネルギー事業協同組合 REXTA 理事。
◇梁取洋夫(やなとり・ひろお)さん―フリージャーナリスト
1947 年福島県須賀川市出身。元新聞社の政治記者。福島原発事敀を機に、
「子
や孫の為に」とフリージャーナリストとして再起動。
『日本の黒幕・小佐野賢治
の巻』(新日本出版社)で日本ジャーナリスト会議賞受賞。
※託児を希望される方はご連絡ください。入場料・託児費用、共に無料です。
（本シンポジウムは、鶴岡市内で放射能からの一時疎開と一時保養を
受け入れている市民グループ「フクシマの子どもの未来を守る家」が
お母さん達の切実な声を聴いて、企画・開催するものです。）

主催・問合せ：080-6023-7490 フクシマの子どもの未来を守る家
冬のくらし・安全運転

やまがた冬のくらし、雪道の安全運転に関する講習会

11 月 29 日(金)11:00～11:30

宝田雇用促進住宅 集会所（宝田 2-6）
(雇用促進住宅 2 号棟の北側にある建物です)

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

山形県では、本格的な冬を迎えるにあたり、雪道
の安全運転の注意点をはじめ、凍結や結露の防止、
除排雪の方法など、山形での冬を過ごすうえでぜ
ひ知っていただきたいことについての講習会を開
催いたします。冬の山形を安全安心に暮らしていた
だくために、ぜひご参加ください。参加費は無料
JA 共済 HP より
です。どなたでも自由に参加できます。
今回は、JA 様の御協力により車載式のドライブ・シュミレーションが鶴岡にやっ
てきます！参加者の方は雪道ドライブの体験・練習をすることができます！
（所要時間一人あたり１０分くらい）ぜひ、ご来場ください(^_^)/
※駐車場は雇用促進住宅 1 号棟の南側の広い駐車場をご利用ください。
お問い合わせ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員（志賀・清水）

21 土
22 日
23 月
24 火
25 水
26 木健康無料相談(老人福祉センター)

雪対策
雪片付け用に角スコップを貸し出します！
昨年も貸し出しした鉄角スコップを、今年も無償貸し出し致します。
貸し出し期間は、貸し出し日から来年の３月末までです。お電話で
お申込みの上、鶴岡市ボランティアセンターに受取りにおいでください。
お申込み・問合せ 0235-23-2970 鶴岡市ボランティアセンター（甲嶋）

11 水
12 木健康無料相談(老人福祉センター)
13 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

14 土
15 日
16 月
17 火
18 水
19 木健康無料相談(老人福祉センター)
20 金法律無料相談（山形県弁護士会）

