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5 月もいよいよ終わりです。「初夏」のはずが、各地で“真夏日”の予報がひんぱんに出ているのって不思議ですね(^_^;)
“真夏日（まなつび）”とは、日中の最高気温が 30℃以上の日のことを言うそうです。なので、5 月だろうが 6 月だろうが 30℃以上だと
そのように言うんですね。ちなみに、日中の最高気温が 25 度以上 30℃未満の日は“夏日（なつび）”と言います。6 月は毎日“夏日”
になるでしょうか？ 熱中症に気をつけて、体温調節、こまめな水分摂取を心がけください。(志)

大山犬まつり 六月五日(水)
庄内三大まつりと言われる酒田まつり・天神祭そして「大山犬まつり」！この祭りは椙尾(すぎお)神社の例大祭
であり、メッケ犬伝説に由来する 300 年の歴史を持つお祭りです。酒蔵のまち大山で繰り広げられる時代絵巻！
華やかなからぐり山車と行列が大山を練り歩きます。行列は午前 11 時半から始まります！

※写真は昨年の大山犬まつりのようすです。

メッケ犬伝説とは…
その昔、椙尾神社（すぎお）の裏山に東の坊・西の坊という入道姿で、田畑を荒らす化け物がおり村人は困っていました。
毎年お祭りの日には化け物のために美しい娘を椙尾神社に供えなければなりませんでした。ある年、大山を通りかかった修験
者の六部という人がその話を聞き、神社の天井に隠れ様子を見ていたところ、2 人の大入道は「このことは丹波国のメッケ犬
に聞かせるな」と言い、娘を裂き、それぞれに持ち去っていきました。それを聞いた六部は、丹波国の茶屋で「メッケ」と呼
ばれている子牛ほどの大きな犬を見つけ、娘の変わりに籠に乗せ神社に供えたのでした。
入道が籠を開けるとメッケ犬が勇敢に飛びかかり戦いました。夜が明け六部と村人が様子を見に行くと、そこには大きな
2 匹のムジナ（たぬき）が死んでいたそうです。メッケ犬も重傷を負い死んでしまいました。
村を救ったメッケ犬は椙尾神社のお前立てとなり、祭りではメッケ犬を箱車に乗せて市内を練り歩きます。

大山犬まつりの奴（やっこ）さん
行列では、奴さんたちが伝統的な舞いを披露しながら歩きます。
あの動きは奴振（やっこふり）と言い、お殿様の先導役で露払いの
役割をしているそうです。
露払いとは、殿様がこの道を通るから周囲の人々に「神妙にして
下に下になれ」という、先導する前に行う所作です。
奴振数百年前の大山のお殿様（武藤家）が行列をそろえ、椙尾神社に
参拝した名残りとか。

駐車場
第一駐車場：大山コミュニティーセンター(友江町 23-71)
第二駐車場：大山商工会館(※地図参照)
第三駐車場：大山公園駐車場(※地図参照)

交通規制、等
交通規制：午前 7 時～午後 9 時まで 行列：午前 11 時～
お祭り広場：午前 11 時～午後 9 時まで
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【6・7 月の予定 】
6/1 土原子力損害賠償支援機構の無料相談会
酒田市総合文化センター
全体説明会 10:00～、(自由参加)
個別相談(無料)11：30～※要予約
「シャボン玉で遊ぼう」(中央児童館)14:00～15：00
参加費・事前申込無しでＯＫ！

2 日原子力損害賠償支援機構の無料相談会
鶴岡市にこ♥ふる
全体説明会 10:00～、(自由参加)
個別相談(無料)11：30～※要予約
オモチャ病院(中央児童館)13:30～16:00

3 月市民登山「母狩(ほかり)」(6/16)〆切日
4火
5 水大山犬まつり
宮竹眞澄・心のふる里人形展（鶴岡アートフォーラム）

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）
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

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 日出羽庄内国際村ワールドバザール
10：00～15：00 出羽庄内国際村

10 月
11 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
心もゆるめるヨーガ教室 10：00～11：30
にこ♥ふる 3 階健康増進ホール１

12 水よしととひうた紙芝居ライブ一次〆切日
13 木ひなん女子会申込〆切日
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

15 土
16 日市民登山「母狩(ほかり)」市役所前集合
宮竹眞澄・心のふる里人形展 最終日

17 月
18 火ひなん女子会は日付と場所が変更に
なりました！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

19 水ひなん女子会(平日開催）10:00～12:00
第三コミセン(にこ♥ふる西側入り口)

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
福島県民ＷＢＣ検査（米沢市～6/24 まで）

22 土
23 日
24 月
25 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
26 水
27 木健康無料相談(老人福祉センター)
28 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
福島県民ＷＢＣ検査（米沢市～7/1 まで）

29 土よしととひうた紙芝居ライブ 14：00～
30 日
7/1 月
2火

無料相談
原子力損害賠償支援機構による無料相談会
6 月 1 日(土)酒田市総合文化センター4 階(酒田市中央西町 2-59)
6 月 2 日(日)鶴岡市総合保健福祉センター(にこ♥ふる)3 階(鶴岡市泉町 5-30)
指定区域避難者はもちろんのこと、区域外避難者(自主避難者)の方、すでに集団訴訟
に加わっている方、賠償請求対象期間が終了したと思っている方、賠償金をある程度
受取り済な方、福島県外(宮城県など)の方、みなさんぜひ一度お話をお聞きになって
みてください！！
酒田市会場・鶴岡会場、共に以下のスケジュールとなっています。
■全体説明 10:00～11:30 ■無料個人相談 11:30～16:00
無料個別相談は一回 1 時間以内、継続相談も無料。
※託児もあります。

全体説明参加は予約丌要、無料個別相談・託児は事前予約が必要です。
0120-330-540(9 時～5 時・年中無休)原子力損害賠償支援機構（予約ダイヤル）
国際交流
第 19 回出羽庄内国際村ワールドバザール
6 月 9 日(日)10:00～15:00 出羽庄内国際村(伊勢原町 8-32)
年に一回の国際村のお祭りです！楽しいステージ、おいしい世界の料理、フリーマー
ケットなど楽しさいっぱいです(*^_^*) 子ども遊びのコーナーや折り紙コーナーも
あります。当日はアマゾン民族館の入館料がどなたでも無料です。
ステージショー（予定）
10:00 オープニングステージ
11:00～、13:00～毎年大人気！
中国伝統雑技
※その他、二胡の演奏、ゴスペル、キッズ
チア、来日中の米国コロラド訪問団によ
るステージなど、8 団体が出演予定！

交流広場
世界の料理や雑貨の販売コーナー
（韓国、タイ、中国、バングラデシュ、
ジャマイカなど）
※ワールドバザールでは環境に配慮したイベントにしたいと考えております。ゴミを
尐なくするためにも「マイはし・マイうつわ・マイバック」をご持参くださいね！

健康とリラクゼーション 心もゆるめるヨーガ教室～定期開催予定です～
6 月 11 日(火)10:00～11:30「にこ♥ふる」3 階（健康増進ホール１）
汗ばむ日が増えましたが、梅雨の丌快さや夏の暑さに向けて、ヨーガ体験で
すっきり気分になってみませんか？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す。ゆったりと呼吸と身体の動きを
連動させることで心もリラックスさせることができます。
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）
自然に親しむ 市民登山「母狩(ほかり)」挑戦してみませんか？
6 月 16 日(日)朝 6:00 市役所本庁舎集合
コース：谷定 → 高見台 → 母狩山頂 → 鎧ヶ峯 → 金峯神社中の宮
参加費：高校生以上 2,000 円、小・中学生 1,000 円(バス代、保険料等)
持ち物：昼食、飲み物、防寒着、雨具、軍手、保険証、等 申込〆切 6/3(月)まで

参加費持参で小真木原総合体育館内「鶴岡市民健康スポーツクラブ」事務局
まで直接お申込みください。（問合せ：0235-25-8131 事務局）
避難者招待
宮竹眞澄・心のふる里人形展
6 月 5 日(火)～6 月 16 日(日)9:30～17:00（最終日は 12:30 まで）
昭和の風習など懐かしい「心のふるさと」を粘土人形で表現する北海道在住人形作家
宮竹眞澄さんの人形展です！昨年は、岩手県（一関市）、宮城県（気仙沼市、石巻市、
仙台市）、福島県（会津若松市）の被災県各地
で展覧会を開催し、人形たちの素朴な笑顔で
多くの人の心を和ませてきました。
約 200 体の人形たちの、懐かしい何気ない
日常を切り取った風景をゆっくりじっくり
お楽しみください！

鶴岡市アートフォーラム(馬場町 13-3)
※「鶴岡市避難者支援だよりＮｏ.78」に同封の招待状を持参してください。
紛失された方は予備がありますので、鶴岡市社会福祉協議会(担当:志賀・清水)まで

