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１月 19 日の『もちつき交流会＆寒鱈まつりツアー』では、お世話になりました(*^。^*)。参加された皆さん、いかがでしたか?
諸事情で参加できなかった方々とは、また別の機会にぜひお会いしたいと思います♪ 私は、ほんわか温かい気持ちになりま
した。それぞれが、それぞれの事情や思いを抱えてここ鶴岡に来て、いろんなことがあったけれど、一歩ずつ歩をすすめ、
新しいご縁ができ、笑顔を交わせる関係があちこちに見えて・・・。小さな芽、大切に育てていきたいですネ。(清)

自分の可能性、伸ばしてみませんか?
《第 20 回 Facebook ビジネス活用実践塾

みんなで集えば文殊の知恵》

～庄内型 Facebook 活用で 地域活性化・ビジネス展開を実現～
・開催日時

2014 年 2 月 6 日(日) 鶴岡駅前マリカ東館 3 階 庄内産業振興センター

・参加費 … 無料
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・お申込先 … うどん市 朝暘店 工藤友香さん ☎ 0235-25-0673

自分で仕事をしている方、新しく仕事を始めた方、いつか仕事を始めたい・チャレンジしてみたい方、参加さ
れてみてはいかがでしょうか。情報だけが一人歩きしてしまう・情報が知らない人に漏れてしまうかも…など、
情報通信上、予期せぬハプニングの可能性が心配な方は、実際にこの勉強会で疑問・質問をしてみると良いか
もしれません。1/23 現在、残席あと少しだそうです、ご希望の方はお早めにお申込み下さいね。
【フェイスブックとは】世界最大のソーシャルネットワーキングサービス(以下、SNS)で、実名で、現実の知
り合いとインターネット上でつながり、交流をするサービスです。世界最大のユーザー数を誇り、2012 年 1
月現在、8 億人以上のユーザーがいるとされています。

復興庁への、ご意見を募集してします!

15

このたび復興庁では、原子力災害により福島県から県外へ避難されている方々に対し、「県外自主避難
者等への情報支援事業」を始めました。この事業対象の世帯には、すでにサンプル資料などが郵送され
ているものと思います。それに際し、復興庁への疑問・質問・ご意見などを、受け付けています。
山形県への避難者の取りまとめは『山形の公益活動を応援する会・アミル』(以下『アミル』)が担当さ
れています。
福島の方以外に、宮城・岩手の方々も、復興に関してたくさんのご意見をお持ちだと思います。今回『ア
ミル』は福島県の県外自主避難者のご意見等の窓口ですが、この機会に、宮城・岩手の方々のご意見も鶴
岡市社協の生活相談員がお聞きし、いただいた皆さんのご意見をお伝えしたいと考えています。ぜひ、ご
意見をお寄せください。(お手紙、FAX、電子メール、電話、面談…なんでも結構です。)

『東電テレビ会議 49 時間の記録』 鶴岡自主上映会があります

『東電テレビ会議 49 時間の記録』を観る会

鶴岡自主上映会

・日時 … 2014 年 2 月 15 日(土)
開場 12:00、 開演 12:30
・入場料 … 前売り 1,500 円、 当日 2,000 円
・前売りチケット取扱 …鶴岡市ボランティアセンター 担当: 村井、 相談員

清水

【実行委員会メッセージ】
『首都圏以外初上映』福島第一原発で何が起きていたのか。これは東京電力の

映像で、反原発の映画ではありません。事故直後東京電力の中枢部がどのような対応をとったのか、事実
を知って自分で考える。観た人ひとりひとりが将来子供たちに何を残すのか、何を残さないのかを考え
る機会になれば、と思います。１９７４年 7 月の新聞紙上（山形版トップ）に「
“庄内原発”突如浮上」
の事実が報道されました。もし・・・と考えると福島原発事故は他人事ではありません。今年の 3 月 11

日で事故後 3 年目を迎えるにあたって事故を忘れないためにも鶴岡市民として何ができることはない
か、と考えてこの上映会を企画しました。製作者と編集者の解説つきです。この機会にぜひご覧下さい。
*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

【1～2 月の予定 】
25 土はんどめいど ２day shop(初日)
10：30～16：00 ギャラリーライトハウス(末広町 6-13)
銀ねんど工房 yomon はじめ 6 団体の展示・販売イ
ベント。鶴岡駅前マリカ駐車場ご利用ください。

26 日はんどめいど ２day shop(最終日)
由良寒鱈まつり 11:00～(売り切れ次第終了)
由良コミュニティセンター(由良 2-14-53)
寒鱈汁 600 円(限定 700 食)生鱈販売(限定 80 本)

27 月
28 火
29 水
30 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)
31 金法律無料相談（山形県弁護士会）
※一般の方は有料ですが、避難者は無料です。
避難者相談であることを伝えてください。
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

2/1 土「シネマ歌舞伎：法界坊」(～2/14)

手づくり
はんどめいど 2day shop
1 月 25 日(土)～26 日(日)10:30～16:00 ｷﾞｬﾗﾘｰライトハウス(末広町 6-13)
ひなん女子会のクラフト講師もしてくださったぎんねんど工房 yomon さん
が主催、市内の 6 つの手作り団体の展示・販売イベントです♪
参加団体：◆おやつ工房みるくぱん（米粉シフォン・焼き菓子・パン、他）
◆mizuiro
(布小物・バック・アクセサリー、他)
◆あかならんど
(ちりめん・つまみ細工、他)
◆キャンドル Tokumo（手作りキャンドル、他）
◆HAND WORKS あおいくま（トールペイント小物、他）
◆ぎんねんど工房 yomon（純銀アクセサリー、他）

※自動車は鶴岡市駅前マリカの駐車場をご利用ください。鶴岡駅から南に歩
いて約 3 分の道路沿いにあります。白い外壁と扉が目印です。
問合せ：080-3198-0616 ぎんねんど工房 yomon（與門いつ）
求人情報 介護員募集！(臨時介護員・パート介護員)
鶴岡市社会福祉協議会では臨時介護員・パート介護員・夜勤専門員として働
いていただく方を募集しております。ご希望の方は担当までご連絡ください。

①臨時介護員

デイサービス
センターおおやま

時間帯（１）
時間帯（２）
時間帯（３）
時間帯（４）

7：45～16：30
8：00～16：45
8：30～17：15
9：15～18：00

②ﾊﾟｰﾄ介護員

特別養護老人
ホームおおやま

午前

7：30～12：30

③夜勤専門員

特別養護老人
ホームおおやま

夜勤

22：00～6：45

上映時間①9:50～②13：00～まちキネ

2日
3月
4火
5水
6 木健康無料相談(老人福祉センター)
7 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)

8 土親子ですごすキッズアトリエ
10:00～12:00 出入自由 予約丌要 参加無料小学生
低学年以下・幼児と保護者が、お絵かき・工作・洋書
絵本の閲覧など、自由に創作・体験できます。
鶴岡アートフォーラム 0235-29-0260

9 日原発被害救済山形弁護団
第 2 次提訴説明会 13：30～15：30
「にこ♥ふる」3 階小会議室

10 月
11 火
12 水
13 木健康無料相談(老人福祉センター)
14 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

「シネマ歌舞伎：法界坊」(最終日)
15 土週末寺子屋 in 鶴岡(にこ♥ふる)
午前 10：00～12：00 午後 13：30～15：30

「東電テレビ会議 49 時間の記録」（まちキネ）
鶴岡自主上映会開場 12：00 上映 12：30～

16 日
17 月「渡されたバトン―さよなら原発」
ジェームス三木脚本・池田博穂監督
鶴岡上映会(中央公民館)

心もゆるめるヨーガ教室
10：00～11：30(にこ♥ふる小会議室)

鶴岡市こころの健康相談(要予約)
①13：30～②14：30～ 「にこ♥ふる」
0235-25-2111(内線 364/365)健康課

◆休日:①②週休 2 日制 ③2 勤 2 休◆年次有給休暇：①10 日②10 日③7 日
◆賃金:①臨時介護員 日給月給 142,000 円（月平均労働日数 21 日）
②ﾊﾟｰﾄ介護員 時給 920 円（一日 5 時間勤務 4,600 円）
③夜勤専門員 日給 7,740 円（月労働日数 15 日）
◆通勤手当：実費(上限あり 40,000 円) ◆期間：Ｈ26.3/31 まで(更新可能性あり)
◆資格：丌問。2 級ヘルパー、介護初任者研修あれば尚可。
※介護初任者研修は 7,000 円のテキスト代等で資格受講・取得できます。

◆加入保険等：①雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続 1 年以上）
②雇用・労災
退職金制度なし
③雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続 1 年以上）
申込み・問合せ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会 総務課(毛呂)
映画・無料招待 「シネマ歌舞伎：法界坊」
２月１日(土)～１４日(金) ①９:50～ ②13:00～（※一日 2 回上映）
鶴岡まちなかキネマ(鶴岡市山王町 13-36)
2008 年、浅草・浅草寺境内で上演された平成中村座
の舞台を映像化、今は亡き中村勘三郎が愛嬌あふれるこ
じき坊主の法界坊を演じ、数々の悪行を働きながらも憎
めない希代の坊主をユーモラスに描いた作品です。法界
坊が恋こがれる娘役に扇雀、使用人に化けた若殿役には
勘太郎が粉するほか、橋之助、坂東彌十郎、七之助など
豪華な役者陣が共演です。
今回、鶴岡市在住の池原れい子様より招待チケットを
10 枚提供いただきました。(同封案内チラシ参照)
観覧ご希望の方は相談員までご連絡下さい。
申込み・問合せ：0235-24-0053 生活支援相談員（志賀・清水）
雪対策

雪片付け用に角スコップを貸し出します！

18 火
19 水
20 木健康無料相談(老人福祉センター)
21 金法律無料相談（山形県弁護士会）

降雪量は少ないものの、凍りついた雪の除雪にご苦労されている方が多い
ようです。鉄角スコップの無償貸し出し継続中です。貸し出し期間は、
貸し出し日から今年の３月末までです。遠慮なくお申込み下さい。
お電話でお申込みの上、鶴岡市ボランティアセンター(にこ♥ふる 2 階)に
受取りにおいでください。

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

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）

