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そろそろ梅雨入りのはずなのに、毎日晴天続きですね。洗濯物がパリッと乾くのはうれしいですが、そろそろ雨が
降ってほしい気がしますね。暑さで体力を消耗していたり、食欲がなくなっている方も少なくないようです。
こまめな水分摂取を心がけ、栄養のあるものを意識的に食べるようになさってくださいね。(志)

携帯電話で情報収集してみませんか？～メルマガ登録のご案内～
携帯電話でＥメールを受信できる方は、メールマガジン（定期的に情報メールが届くしくみ）を登録して
情報を受け取ることができます(^_^) 登録や配信（自分の携帯電話にメールを送ってもらうこと）の料金は
無料です。ご自分で設定が難しい方は、生活支援相談員がお手伝い致しますので、お気軽にご連絡くださいね！
（0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会 生活支援相談員：清水・志賀）

山形県避難者支援情報メールマガジン
山形県では、山形県内に避難しておられる方に対して、生活支援情報や被災地情報などを
お届けするメールマガジンを配信しています。

←山形県避難者支援情報メールマガジン専用ＱＲコードです。読み取って登録してください。

みやぎ復興プレスメールマガジン版
宮城県では、被災された方をはじめとした復興に関わる多くの方々に、宮城の復興状況や
イベント、被災者支援など、復興に関する主な情報をお届けしています。

←みやぎ復興プレスメールマガジン版専用ＱＲコードです。読み取って登録してください。

※岩手県は今年 3 月でメールマガジンは終了し、ツイッターとフェイスブックで情報発信しています！

http://twitter.com/pref_iwate
【岩手県広聴広報課フェイスブック】http://www.facebook.com/pref.iwate
【広聴広報課ツイッター】

第 2 回つるりんファミリー寄席 立川志らく独演会
7 月 6 日(土)開場 18:00 開演 18:30 鶴岡市マリカ市民ホール（鶴岡市末広町 3-1 マリカ西館 3 階）

立川志らく(たてかわしらく)1963 年東京生まれ
1985 年立川談志に入門、1995 年真打昇進。落語家、映画監督、映画評論家、劇団主宰と広く活動。
キネマ旬報、銀座百点、スターチャンネル等連載、他、
「落語進化論」
「雨ン中の、らくだ」
「談志の
ことば」
「談志・志らくの架空対談 談志降臨!?」等、著書多数。
2011 年度キネマ旬報読者賞(3 回目)受賞。

今回、避難者の方には主催の鶴岡市倫理法人会より「独演会」の無料招待券を差し上げます。
※未就学児は入場できません。（特別協賛：鶴岡中央工業団地管理組合）
7/4(木)までお申込み下さい。(鶴岡市社会福祉協議会に取りに来ていただくか、郵送またはお届け致しますので遠慮なくどうぞ！)
お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（清水・志賀）

第 13 回櫛引さくらんぼまつり
6 月 23 日(日)9:00～14:00 産直あぐり駐車場内特設コーナー(西荒屋字杉下 106-3)※国道 112 号線沿い
山形県といえば「さくらんぼ♪」初夏の味覚 No.1 です！収穫の楽しさ・もぎたてのおいしさを味わってください！
さくらんぼ狩り：前売券 小学生以上 1,100 円（小学生未満 500 円,2 歳以下無料）※当日券は各 100 円増し
前売券販売所：市観光物産課、各地域市庁舎産業課、市観光案内所、道の駅月山、道の駅あつみ、
産直あぐり、ゆ～Town、ぽっぽの湯、ゆぽか、ぼんぼ、等
※「産直あぐり」～「さくらんぼ狩り農園」間無料送迎バスで移動できます！
（9:00 発、以降 30 分ごとに発車：バス利用者 先着１００名様にさくらんぼプレゼント！）

さくらんぼ種飛ばし大会：参加無料・優勝者には佐藤錦 L サイズ１ｋｇ！！
子どもの部(小学生以下)と大人の部(中学生以上)があります！
10:00～と 12:00～の２回開催されます。
（開始５分前に受付終了）

さくらんぼ販売：人気の品種、佐藤錦や高砂などを産直販売！
＊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

【6・7 月の予定 】
15 土押し花創作展～ふしぎな花倶楽部～
庄内空港ビル（最終日・15：00 まで）

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 12:30 まで

17 月
18 火
19 水ひなん女子会(平日開催）9:20～11:50
第三コミセン(にこ♥ふる西側入り口)
劇団カッパ座「ねこときんぎょ」
(5：30 開場 6：30 開演 鶴岡市文化会館)
よしととひうたの紙芝居ライブ＆ワークショップ
（第二次〆切日）

20 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)
21 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
福島県民ＷＢＣ検査（米沢市～6/24 まで）
赤川花火大会特別観覧席(7 種類) 販売開始
0235-28-2873 赤川花火大会実行委員会

22 土
23 日 第 13 回櫛引さくらんぼまつり
24 月
25 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

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～

避難者招待
劇団カッパ座「ねこときんぎょ」
６月 19 日(水) 鶴岡市「にこ♥ふる」(泉町 5-30) 3 階 健康増進ホール
平成 23 年度から毎年避難者の皆さんをご招待いただいている企画です！
子供達が楽しめるのはもちろん、
「約束を守ること」
「人を信じ許すこと」
について大人も考えさせられるストーリーです。
「鶴岡市避難者支援だより No.80」と同封の招待券を当日受付で提出して
くださいね！

避難者招待 よしととひうたの紙芝居ライブ＆ワークショップ！
６月２９日(土) 鶴岡市「にこ♥ふる」(泉町 5-30) 3 階 健康増進ホール
14:00～14:45(予定)紙芝居ライブ、
15:00～ワークショップ
島根県を拠点に活躍する絵本作家とシンガーソングライ
ターのユニットです！昨年山形市でのライブで好評だった
現代版新感覚紙芝居ライブは、会場の皆さんで体験できる
参加型ライブです。ワークショップでは、広い会場で段ボー
ル電車を作れるかも?!避難者の親子の皆さんは無料招待です！
入場チケットが必要ですので、早めにお申込みくださいね！ 二次〆切 6/19(水)

申込み・問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（清水・志賀）
避難者招待
宮竹眞澄・心のふる里人形展
6 月 5 日(水)～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

にこ♥ふる 3 階 健康増進ホール

30 日
7/1 月
2 火あそびの広場・夏 10：00～11：45 朝暘武道館
3水
4 木健康無料相談(老人福祉センター)
5 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～7/8 まで）

6 土つるりんファミリー寄席立川志らく独演会
開場 18：00 開演 18：30 マリカ市民ホール

7日
8月
9 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
10 水
11 木健康無料相談(老人福祉センター)
12 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（山形市～7/15 まで）

13 土
14 日
15 月鶴岡中央高調理交流会(にこ♥ふる)
16 火
17 水
18 木健康無料相談(老人福祉センター)
福島県民ＷＢＣ検査（山形市～7/22 まで）

19 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

20 土原子力損害賠償支援機構

個別相談会
お得情報：ぽっぽの湯・ゆぽか・ゆ～Town・
ぼんぼは入浴回数券を共通で使えま～す♪

健康・福島県 WBC(ホールボディーカウンター)検査が山形県内で受けられます！
今月から、米沢市を皮切りに山形市、鶴岡市で、車載型の検査装置で検査を無料で受け
ることができます。庄内地方に避難していても、山形市・米沢市の検査を申込むこともで
きますので、ご自分の予定を考慮して場所・日時を決めて電話で申し込んでください。

申込み：080-5743-5867 / 080-5743-5868 福島県県民健康管理課
受付時間：9:00～17:00 （土・日・祝を除く）※検査希望日の 5 日前まで
※詳しい資料をお持ちでない方、紛失された方は避難者生活支援相談員までご連絡下さい。
0235-24-0053（清水・志賀）

クラフト展 押し花創作展～ふしぎな花倶楽部・サークル四季彩～
6 月 1 日(土)～15 日(土) 庄内空港ビル 6:00～21:30※最終日は 15:00 まで
昨年ひなんママの集いで大好評だった押し花クラフトの渡会先生主催の
団体の展示会です！庄内町・鶴岡市・酒田市の 6 教室の合同の展示会
です。入場無料です。販売コーナーもありますよ♪

手作り・交流 避難者交流「編み物教室」参加者募集中です！
毎週(金)9:00～11:00 宝田雇用促進住宅 集会所（宝田 2-6-1）
夏物用ニットや小物に挑戦してみませんか？指導料、毛糸代は無料
です。(写真は飾りエリ) まったくの初心者の方も安心です(*^_^*)
登録制ではありませんので“一回だけ”“月一回”の参加でも歓迎です♪
送迎希望の方もご相談ください。ぜひ、ご参加お待ちしております！

申込み・問合せ：0235-24-0053（担当：清水）
グリーンカーテン・育てる

あしたねプロジェクト♪～種配布中～

山形新聞社主催の「あしたねプロジェクト」
。ミニブック「あしたね手帳」
とアサガオの種(１０粒程)のセットを無料で配布しています。
アサガオのグリーンカーテンを作るもよし、花を楽しむのもよし、ぜひ種を
収穫して、このプロジェクトに参加なさってみてください！毎日水をやり、
心にも花を咲かせましょう♪ ご希望の方はご連絡ください(^_^)/
申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（担当:清水・志賀）

