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あっという間に 1 月も終わりですね。大雪のニュース画像を見る度「次は鶴岡か？？」とドキドキしていたのですが、個人的に
は予想していたより降雪量が少なく、朝の雪かきもほとんどしていません！このまま春を迎えるのか?! 春といえば、この春、進
学予定のお子さんがいる世帯あり、進学に合わせて移動を検討している世帯もあるようです。借上住宅の退去手続きや退去
時のお掃除支援など、情報支援させていただけたらと思いますので、気軽にご相談くださいね。 (志)

新春もちつき交流会＆寒鱈まつりツアー開催リポート
1 月 19 日(日)10:00～鶴岡市ゆうあいプラザ「かたぐるま」を
会場に避難者・支援者交流「新春もちつき交流会」、続けて地域交流
「寒鱈まつりツアー」と称して鶴岡市銀座通りの寒鱈まつりへ皆で
繰り出し、楽しいひとときを過ごしました(^_^) 体調丌良等のキャン
セルもありましたが、避難者 55 名、支援ボランティア・社協職員

43 名の合計９８名参加でした。3 年目にして初めて
参加されたご家族や三川町等市外からの参加もあり、
久しぶりに同郷の人と語り合える場となりました。
福島県の郷土食

じゅうねん餅

一般には「エゴマ」で
知られるシソ科植物の種子を
炒ってからすりつぶし、味噌・
醤油・砂糖などを加えた「タレ」
をお餅にあえます。他に野菜の
和え物にも使われます。
難波玉記会長の挨拶後、さっそくもちつき開始！パパとぺったんするお子さんもいれば、 エゴマは、鶴岡市小真木原に
ある「庄内おばこの里こまぎ」
一人で挑戦のお子さんもいて、会場は盛り上がりました♪ つき立てのお餅はアンコ餅、
戸沢村コーナーで販売されて
ノリ餅、じゅうねん餅でおいしく頂き、小腹も満ちたところでバスに乗り込み、銀座通 いますよ(^_^)/

りの寒鱈まつり会場へ！
避難者支援の為にいただいた寄付

で購入した招待チケットで、寒鱈
汁や屋台の美味しいものを購入。
寒い屋外で元気に過ごす鶴岡の
文化を楽しみました！参加者の
皆様、お疲れ様でした！

原発被害救済山形弁護団～第二次提訴説明会のお知らせ～
2 月 9 日(日)13:30～15:30 鶴岡市総合保健福祉センター「にこ♥ふる」(鶴岡市泉町 5-30) 3 階 小会議室
各地で提訴の動きがありますが、原発被害救済山形弁護団では昨年 7 月 23 日に 62 世帯 227 名を原告とし、
東京電力と国を被告とする損害賠償請求を提訴しました。このような動きに加わりたいという方のために説明会が

開催されます。(県内 3 か所で開催予定、庄内地方では鶴岡市が会場です。) 参考までに、ぜひおいでください。
※説明会に出席できなくても原告に加わることを検討される方は山形弁護団庄内地区担当(脇山拓弁護士：0235-24-2543)まで
お問い合わせください。

*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

【2 月の予定 】
2/1 土「シネマ歌舞伎：法界坊」(～2/14)
上映時間①9:50～②13：00～まちキネ
鶴岡駅前通り雪氷まつり(～2/2)16:00～20：00
鶴岡駅前通り・ジャスコ跡地にライトアップされた氷
の彫刻が展示されます♪
ひろっぴあ：みんなで遊ぼう「雪あそび」14：00～
参加費・申込み不要( 小学生・幼児親子対象)
内容：雪像作り、色水遊び、雪合戦、等
雪遊びできる服装、着替え持参してくださいね♪

2日

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ユーモラス
に演じた作品です。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。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。観覧ご希望の方はご連絡下さい。

申込み・問合せ：0235-24-0053 生活支援相談員（志賀・清水）

鶴岡公園疎林広場、大宝館、旧西田川郡役所
夕方 4 時半～夜 10 時まで※最終日

3月
4火
5水
6 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)

7 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
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

大山新酒まつり
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

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）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00
やまがた樹氷国体(～2/24)

22 土
23 日避難者招待陶芸教室(にこ♥ふる)
15：00～17：00
ひろっぴあフリーマーケット(全品 500 円以下)
午前の部 9:30～11:30 午後の部 13:30～15:30

学習支援 週末寺子屋 in 鶴岡～子ども支援フェイスブックプロジェクト～
2 月 15 日(土)午前 10:00～12:00 午後 13:30～15:30 「にこ♥ふる」
3 階 栄養指導研修室
学年末まで残りわずか。分からないままの教科はありませんか？
「勉強の仕方」を教えてもらうだけで違ってくる教科もあるようですよ♪
小学校低学年の参加もご相談くださいね(^_^)/。ご希望の方は案内チラシに
ついている用紙に記入しＦＡＸでご連絡いただくか、お電話で、参加する
お子さんの名前、学年、学習希望教科、内容等、をご連絡の上お申込みください。
送迎が必要な方はご相談ください。

申込み・問合せ：☎ 0235-24-0053 生活支援相談員（志賀）
映画
「東電テレビ会議 49 時間の記録」
2 月 15 日(土)開場 12:00 開演 12:30～17:30(製作者講演と上映 3 時間 32 分)
鶴岡まちなかキネマ(鶴岡市山王町 13-36)
【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。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。
前売 1,500 円(当日 2,000 円) 鶴岡市ボランティアセンターでも前売券取扱い中。

問合せ：0235-23-2970 鶴岡市ボランティアセンター（村井、清水相談員）
映画・無料招待 「渡されたバトン」～ジェームス・三木脚本、池田博穂監督
２月 17 日(月)限り ①10:30～12:30 ②14:00～16:00 ③18:50～20:50
鶴岡市中央公民館(鶴岡市みどり町 22-36)
1969 年(昭和 44 年)新潟新報のスクープで初めて原発計画を
知った巻町(ﾏｷﾏﾁ)の住民が、四半世紀という長年にわたるたたかい
で住民投票を実現し原発建設を阻止した実話を基にした映画です。
今回、主催者様(「渡されたバトン～さよなら原発～」鶴岡・田川地区
上映実行委員会)より、鶴岡の避難者世帯の皆様に招待券が贈られ
ました。一枚でご家族全員観賞できます。平日開催ということで、
ご家族が昼と夜に分かれて観覧ご希望の場合は、上映実行委員会へ
連絡してください。（※詳細は案内チラシをご覧ください）

相談
原発事故 損害賠償支援機構 ほのぼの座談会 ＆ 個別相談
2 月 7 日(金)座談会 11:00～13:00 個別相談 14:00～17:00
宝田雇用促進住宅 2 号棟北側集会所(鶴岡市宝田 2-6) 参加費・相談料無料
原発賠償請求について「分かりやすい！」と評判の座談会が再び開催されます♪
指定区域内の方は当然の事、区域外(自主避難)の方も移動費用、パパの面会に係る費
用等、自分で決めつけたりあきらめないで一度ご相談してみて下さい。前回の参加者
からも「話を聞いて良かった！」
「自分にもあてはまることがけっこうあった！」との
声が聞かれました。個別相談を申し込むと、自分のケースについて詳しく聞くことが
できます。無料個別相談は一回 1 時間以内、継続相談も無料！※託児有り。
編み物教室に続いて開催なので昼食等は各自ご用意ください。
無料個別相談・託児は事前予約が必要です。

0120-330-540 (9:00～17:00 年中無休)※専用予約ダイヤルです。
※この日がご都合悪い方は翌日酒田市で開催される座談会に参加することもできます。
(詳細は前回同封の案内チラシを参照するか相談員にお問い合わせください。)

健康相談 鶴岡市こころの健康相談～ひとりで悩まずに相談しませんか？～
平成 26 年２月 17 日(月)①13:30～ ②14:30～ 鶴岡市「にこ♥ふる」
「最近眠れない」
「気分が沈む」など、お気軽にご相談下さい。ご本人
でなく代理の方でも大丈夫。事前予約必要。電話で日時予約してくだ
さい。相談無料。(相談対応は元鶴岡病院看護師です)

予約・問合せ：0235-25-2111 内線 364/365 鶴岡市健康課高齢保健係

