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いよいよ梅雨が明けましたが、あいかわらず湿度の高い日が続いていますね。子どもから高齢者まで体調を崩している方が
多いようです。食欲が出ないかもしれませんが、先週号と一緒に同封したお料理レシピを参考に食事にひと工夫していただけ
ればと思います。現在、鶴岡市の避難世帯台帳には岩手県 3 人、宮城県 81 人、福島県 218 人、
合計 302 人が在籍しています。（世帯数は 100 世帯を少し超える程度）夏休み、被災地への往復を
計画しておられるかもしれませんが、無理のない予定を組んで、時間にゆとりを持ってお出かけくださいね。(志)

赤川花火大会会場には、
有料の特別観覧席の他
に、無料で観覧できる

「一般観覧スペース」が
あります(^_^)
ご利用ください！
当日は、YBC ラジオ
(918KHZ)で実況生中継
されます。会場以外で花火

を観賞する方は、ラジオ
中継を聞きながら鑑賞
することをお勧め致します！

一般観覧スペース

※無料で観覧できるスペースです！

シートやクッションなどをご持参下さい。（15：00 以前には場所取りはできません）

駐車場：無料臨時駐車場（会場から徒歩約 30 分以上）と有料民間駐車場(会場から徒歩約 10～30 分・1 台 2,000 円)が
あります。同行メンバーの体力などを考慮してお選びください。帰りは混雑する市街地を避けて、
迂回してルートを選ぶと渋滞に巻き込まれずに帰ることができます。事前にコースをご確認下さいね。
有料民間駐車場

無料臨時駐車場

◎青木建材（収容台数:350 台）鶴岡市大字大宝寺字中野 97-1 ◎昭和シェル 鶴岡朝暘町 SS /
中川石油(株)（収容台数:30 台）鶴岡市朝暘町 3-1◎ほっとなる波動整体療術院（収容台数:13
台)鶴岡市朝暘町 1-5 ◎山形県酒造卸(収容台数:150 台）鶴岡市伊勢原町５−１４
◎おぎわら医院（収容台数:50 台）山形県 鶴岡市切添町 21-2 ◎パワーリハビリデイサービス
鶴岡（収容台数：35 台）鶴岡市日出 2 丁目 10−20 ◎奥山皮膚科医院（収容台数：34 台）
鶴岡市切添町 21-22 ◎無量庵（収容台数：40 台）鶴岡市羽黒町押口川端 42-37
◎中華食堂一番屋（収容台数:20 台）鶴岡市羽黒町押口字川端４６－３８ ◎クレインヒル
（収容台数:200 台）山形県鶴岡市日出２丁目３−４５ ◎酒の九州赤川店（収容台数:10 台）
鶴岡市羽黒町赤川字熊坂 111-12 ◎赤川農機（収容台数:40 台）鶴岡市羽黒町赤川字地蔵俣
212 ◎コスモ石油 遠藤商事㈱伊勢原 SS（収容台数：80 台）鶴岡市伊勢原町 1-44
◎旧阿部多機工（収容台数:30 台）鶴岡市東原町９－３８
マーレエンジンコンポ―ネンツジャパン(株)（鶴岡市宝田 1 丁目 12 番 10 号）

有料シャトルバス：小真木原運動公園の駐車場が解放されます。駐車場から会場でのシャトルバスが用意されています。
行き庄内おばこの里こまぎ 15:30 発、16:30 発、帰り出羽庄内国際村 22:00 発
往復 2,000 円（完全予約制）申込みはインターネットでクレジットカード決済のみとなります。
申込みは http://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1014908
豪雨による土砂災害復旧工事のため“一部通行止め”その後“片側交互通行”になっていた西川町月山沢地内（月山沢
トンネル）ですが、8/9(金)正午から「片側交互通行解除」となります。
今後も降雨の状況や斜面の異常等により、通行規制になる場合がありますので、ご注意ください。
＊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

【8・9 月の予定 】
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」
ミュージカル「ハッピーバースデー」13:30 開場
鶴岡市文化会館（馬場町 11-60）※避難者招待

11 日
12 月
13 火※庄内地方避難者相談会はお休みです。
14 水荘内大祭(宵祭)14:00～
15 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)
荘内大祭(本祭)14:00～
夏を染めよう草木染め(8/18)申込み〆切
月山ビジターセンター0235-62-4321
16 金おいやさ祭り
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)
※編み物教室はお休みです。

避難者招待 市民参加型ミュージカル「ハッピーバースデー～命かがやく瞬間～」
8 月 10 日(土)開場 13:30 上演 14:00～16:05 鶴岡市文化会館（馬場町 11-60）
150 万部のベストセラー小説の舞台化ミュージカル！昨年に続き、
避難者の方をご招待致します。ご希望の方は招待券を差し上げます。
※受取りの時間がない方は避難者支援だよりを持参して受付で
お申込みすることもできます。
お申込み・問い合わせ ：0235-24-0053 相談員（清水・志賀）

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!! 入場料大人 1,500 円 学生(小・中・高)1,000 円 ※幼児無料

17 土赤川花火大会
18 日夏を染めよう草木染め 9:00～
夏の草木でスカーフ・ハンカチを染めてみよう！
参加費 2000 円 月山ビジターセンター

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「小出裕章氏講演会 in 南相馬市」DVD 上映
会 14：30～にこ♥ふる 3 階栄養指導研修室

25 日タレント北野誠～父の自殺を乗り越えて～
死なずに生きていく：人権啓発講演会 13：30 開場
14：00～鶴岡市中央公民館(市民ホール)

26 月
27 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

28 水
29 木健康無料相談(老人福祉センター)
30 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

31 土山形県農業総合研究センター水田農業
試験場 参観デ―9:00～16:00

9/1 日つるおか思い出の歌 愛唱会発表会
2月
3火
4水
5 木健康無料相談(老人福祉センター)
6 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

7 土原子力損害賠償支援機構

個別相談会
10:00～16:00 酒田市総合文化センター

8 日原子力損害賠償支援機構

個別相談会
10:00～16:00 鶴岡市にこ♥ふる
月山ワインまつり 11:00～14:00

9月
10 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

11 水
12 木健康無料相談(老人福祉センター)

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

放射線関係 「小出裕章助教授講演会 in 南相馬市(6/22)」DVD 上映会
8 月 24 日(土)14:30～ 「にこ♥ふる」3 階栄養指導研修室 入場無料
今年 6 月 22 日(土)に福島県南相馬市「夢はっと」で開催された
小出裕章氏（京都大原子炉実験所助教授）の講演会の記録 DVD の
上映会を開催します。7/24 に上映会を開催し、参加者から「多く
の人に見てほしい」との声があり、内容の濃いものでした。
小出先生の視点で今の南相馬市の現状はどのようなものなのか？
戻る・戻らない、それぞれの決定に合わせた対策はどうすればいいのか？
それぞれの生活を選択する参考にぜひご来場ください。
問合せ：080-6023-7490 主催「フクシマの子どもの未来を守る家」（高橋）

人権と命の大切さ ～父の自殺を乗り越えて～死なずに生きていく
8 月 25 日(日)開場 13:30 開会 14:00 鶴岡市中央公民館・市民ホール
鶴岡市主催・鶴岡人権啓発活動地域ネットワーク協議会共催で開催さ
れる人権啓発講演会です。タレント北野誠さんご自身の体験とお話か
ら、命の大切さと人権について考え、愛する人を亡くした悲しみを乗
り越えるヒントがあるかもしれません。入場無料ですが、入場整理券
が必要です。入場整理券は鶴岡市役所市民課、各庁舎市民福祉課、三
川町役場町民課の窓口で受け取れます。お早目にどうぞ！

問合せ：0235-25-2111(内線 158)鶴岡市市民部市民課
お知らせ 中古物件の購入をお考えの方へ
中古物件の購入など、多額のお金が関係することでトラブルに巻き込まれる
事例が起きています。落ち着いた生活再建を目指す方で、中古物件の購入を
検討なさっている方は、事情に詳しい専門家のアドバイスを受けられるよう
にお手伝い致しますので、気軽にご連絡ください。
問合せ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員（志賀・清水）

