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お子さんがいらっしゃるご家庭では、いよいよ夏休みですね。豪雨災害で大変な山形県ですが、梅雨が明けると真夏日続き
かもしれませんね(-_-;) 夏休みのご予定は盛りだくさんでしょうか？海も山も楽しめる鶴岡での夏を満喫してくださいね。
土砂災害の影響で国道 112 号は当分迂回路を通ることになるようです。今回特集で取り上げてみましたので、
同封の「ツキヤマにゅーす」62 号も合わせて、夏の移動の際にご参考にしていただければ幸いです。(志)

豪雨による土砂災害復旧工事のため“一部通行止め”になっています！
7 月 18 日(木)の豪雨のため、西川町月山沢地内（月山沢トンネル）で
土砂崩れが発生し、現在通行止めとなっております。復旧作業が続いて

いますが、しばらくの間、迂回路を通行することになりました。
迂回路は、山形自動車道の月山インターチェンジ⇔西川インターチェンジ
が無料開放されて利用できるようになっています。
(料金所で料金が表示されますが、支払いを請求されることはありません。)

×

したみち

ふだん高速道路ではなく一般道(いわゆる“下道”)を通って鶴岡市～被災地
間を往復している方は、ご注意ください。

最新情報は、月山道路情報ターミナルに
立ち寄りモニター等を確認するか、電話
で 24 時間確認することができますので、
事前に確認することをお勧めいたします。

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！

※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。

6/25(火)～8/9(金)、8/19(月)～11/29(金)

夜間片側交互通行です！

現在、国道 112 号(月山道路)では、スノーシェッドの設置とトンネル防災設備の更新工事のため、
夜間片側交互通行を行なっています。被災地にいるお父さんが夜間に鶴岡へ向かって移動する時などは、時間に
余裕をもってご計画ください。

※スノーシェッドとは・・・山間部の道路を覆うように建てられた雪崩をよけるための設備のことです。
鉄筋やコンクリートなどで造られ、雪崩が起きても覆いの下の道路は守られます。

規制区間：国道 112 号、西川町～鶴岡市大網までの間の 7 つのトンネル
（月山第一、湯殿山、月山第二、田麦俣、
朝日第一、朝日第二、大網）

規制期間：平成 25 年 6/25(火)～8/9(金)、8/19(月)～11/29(金)
※8/10(土)～18(日)は規制しません。
規制時間：夜 9 時～朝 6 時まで
※同封の「ツキヤマにゅーす 62 号」に掲載の地図もご覧ください。
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【7・8 月の予定 】
27 土ゆら岩がきまつりと漁船パレード乗船会
(岩がきまつり 10：00～14：00、乗船会 14：30～)
鼠ヶ関天然岩ガキフェスティバル 10：00～
加茂レインボービーチ海開き（～8/18 まで）
納涼落語を楽しむ会１５:３０～第６学区コミセン
黒川能野外能楽「水焔の能」櫛引総合運動公園
開場 16：15～、開演１７:００～、終了２１:００予定
産直あさひグー夏まつり(前売チケット 2,000 円)
問合せ：0235-58-1455 産直あさひグー
週末寺子屋 in 鶴岡(にこ♥ふる)
午前：小学生、午後：中学生・高校生

28 日週末寺子屋 in 鶴岡(にこ♥ふる)
午前：小学生、午後：中学生・高校生

29 月親子環境教室 8：40～16：00
市役所第二駐車場集合・解散 雨天決行

30 火
31 水親子で宿坊に泊まろう!(～8/1)19:00～
(18:45 受付)三山大愛教会（神林宿坊）
997-0211 鶴岡市羽黒町手向字手向 93
対象：幼児～小学生の親子（定員親子 10 組）
参加費：親子 1 組（親 1 人・子 1 人）一泊朝食付
3500 円（子１人追加ごとに５００円プラス）
申込み・問合せ：0235-23-2970 村井まで

8/1 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)

2 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（鶴岡市～8/5 まで）
山形県内での WBC 検査は鶴岡市が最終です。

3 土温海温泉せせらぎの能 17：45～
週末寺子屋 in 鶴岡(にこ♥ふる)
午前：小学生、午後：中学生・高校
酒田港まつり(酒田花火ショー)7:30～

4 日週末寺子屋 in 鶴岡(にこ♥ふる)
午前：小学生、午後：中学生・高校生

5月
6火
7水
8 木健康無料相談(老人福祉センター)
南相馬市職員と避難者の懇談会 14：00～
（酒田市総合文化センター）
9 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

10 土「みんな違って、みんないい…みんな一緒！
vol.4」和～紡ぐおもい～開場 9：50～(終了 16：30)
庄内町文化創造館「響ホール」

11 日
12 月
13 火※庄内地方避難者相談会はお休みです。
14 水庄内大祭(宵祭)
15 木健康無料相談(老人福祉センター)

親子で地域に親しむ
親子で宿坊に泊まろう!
７月３１日(水)～８月１日(木)18:45～受付開始、19:00～翌朝まで
親子で「夜空を見上げる」「夏のにおいを感じる」「風の音を
聞く」…そんなゆったりした夏の夜を過ごしてみませんか？
星に詳しい先生から楽しくお話を聞いてちょっこり星のお勉
強をしてみたり、期間限定ライトアップ中の国宝五重塔への
夜のお散歩♪ 宿坊で山伏さんのお話も聞いてみましょう！
朝食を食べてから現地解散ですから、月山ビジターセンター、
月山高原牧場や温泉など自由に楽しく過ごしましょう！
場 所：三山大愛教会（神林坊）鶴岡市羽黒町手向字手向 93
対 象：幼児～小学生親子 （先着順 10 組）
参加費：親子 1 組（親１、子１）3,500 円 ※一泊朝食付
子ども１人追加ごとに 500 円プラスとなります。
持ち物：着替え、洗面用具、虫よけ、懐中電灯、その他

問合せ・申込み：0235-23-2970 鶴岡市ボランティアセンター(村井)
地域の文化
温海温泉野外能楽「せせらぎの能」
8 月 3 日(土)17:45～21:00 あつみ温泉・温海川特設舞台
あつみ温泉街を流れる、清流「温海川」の特設舞台で
櫛引地域の「黒川能」と温海地域の「山戸能」が共演！
オープニングイベントとして湯田川神楽、高坂・薬師
神社獅子舞が出演予定です。鶴岡に根差す伝統文化を
たっぷり堪能できる機会です。
(15:00～アトラクションとして、あつみ保育園鼓隊、
鶴岡中央高校天魄太鼓も出演します！）
交

通：日本海東北自動車道「あつみ IC」より車 5 分
JR あつみ温泉駅よりバス 7 分
駐車場：有り。（誘導員に従って下さい）
料 金：事前予約の一部有料観覧席 1,000 円(1 ドリンク付
150 席) ※無料観覧席もあります！

黒川能とは…旧櫛引町黒川地区にある春日神社の神事能として氏子たちの手によっ
て 500 年以上前から伝承。昭和 51 年国の重要無形民俗文化財指定。
山戸能とは…旧温海町の山五十川地区の全戸が古典芸能保存会の会員となり、山戸能
と山五十川歌舞伎の二つの民俗芸能を継承してきた。発祥ははっきりしないが、貞観
8 年（866 年頃）という説もある。昭和 39 年山形県の無形民俗文化財に指定。

地域交流 「みんな違って、みんないい…みんな一緒！vol.4」和～紡ぐおもい～
8 月 10 日(土)開場 9:50 イベントスタート 10:00～（全体終了 16:30）
庄内町文化創造館「響ホール」(東田川郡庄内町余目字仲谷地 280)
住み慣れた地域社会で、健常者も障がいがある人も区別なく生活していく。どんな人
でも楽しい空間を楽しみながら、歌やダンスを体感し、感動を共有することができる
大きなイベントです！（昨年の「みんな違って～vol.3」は「24 年度輝けやまがた若者大賞」
を受賞しました！）今回のスペシャルゲストは女流書家 金澤翔子さん。NHK 大河ドラ
マの題字なども担当されたので、それと知らずに金澤さんの作品を目にしている方も
多いかもしれませんね(*^_^*) 書道パフォーマンスも披露される予定ですので、ぜひ
ご来場ください!! 入場料・前売:大人 1,000 円 学生(小・中・高)500 円 ※幼児無料

庄内大祭(本祭)
16 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

17 土赤川花火大会 18：45～オープニング
18 日
19 月
20 火
21 水
22 木健康無料相談(老人福祉センター)
23 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

24 土

小ホール：10:30～12:30 パフォーマンス（歌、音楽、ダンス）
大ホール：13:00～13:50 映画「ピュアにダンスⅣ～田中家の 7 年～」
結婚はできると言ってあげたい…。

14:00～14:15 金澤翔子 書道パフォーマンス
14:15～14:45 金澤泰子(書家・翔子さんの母)講演会
14:45～16:00 シンポジウム「障がいを持っていても安心して暮らせ
る環境づくり」(当事者と家族が語る生の声！初の試み)
体験(2 階)：織もの体験、整体(無痛療法)、ゆかたの帯結び体験、子どもの遊びコー
ナー、うちわ作り＆紋きり遊び
バザール：飲食ブース、障がい者サービス事業所ブース、フェアトレードブース

