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今週は、お盆・鶴岡お祭り・流れ星(ペルセウス座流星群)ウィークでしたね。共に、遠くに在るものに想いをはせる時間
となりました。日中は鶴岡ならではのお祭りを楽しんで、暑さのおさまった夜には星空を見上げるひとときもまたいいもの
ですね☆夜空といえば、赤川花火大会♪ “鶴岡お祭りウィーク”の締めくくり、盛大な花火を楽しみましょう！(清)

「東日本大震災・原発被災者復興支援 納涼落語を楽しむ会」が行われました !
７月２７日（土）、第六学区在住の方々による「東日本大震災・原発被災地者復興支援」の催しが、第六学区コミュ
ニティセンターで約１７０名（内、避難者１２名）が参加して行われました。この催しは、大震災が発生した平成２３年から
３年連続で開催されているもので、今年は、落語で「花形演芸大賞」で２年連続金賞を受賞した柳亭左龍師匠の独演
会と、宮城県気仙沼市出身のプロサクスフォン奏者の中川美保さんミニライブ、そして参加者の交流会、避難している

方との懇談等が行われました。
今回は、鶴岡市に避難している方で、平成２５年度に出産した方２名、中学入学生３名、高校入学生４名に御祝金が
贈呈されました。何よりも、第六学区の住民手づくりで企画・準備・チケット販売から当日の実施等を３年間続けている活
動であり、復興を願って短冊や折鶴を準備する等、心を込めたきめ細やかな演出も随所にあって、皆さんの心のあたた
かさを感じる催しでした。本当にありがとうございました!!

「週末寺子屋 in 鶴岡」開催リポート！
夏休みを利用した学習支援企画として、7 月 27 日(土)、28 日
(日)、8 月 3 日(土)、4 日(日)の 4 日間、
「週末寺子屋 in 鶴岡」が開
催されました！小学校 4 年生～高校生がいる避難者世帯に直接ご案
内したところ、宮城県・福島県の世帯から小学生～高校生まで 7 名
の方にお申込みいただきました。主催の子ども支援フェイスブック
プロジェクトは山形市や米沢市で学習支援を実施しており、今年度
初の庄内出張となりました。
がんばってお勉強した後は、
先生と百人一首で遊びました♪
(小学生の部より)

今後も長期の休みや週末を利用して開催する予定ですので、
日頃の弱点強化の機会としてぜひご利用いただければと思います！

ロタワクチン無料接種事業（ふくしまこどもワクチン基金事業）9/13(金)までです！
福島県の津波被災の方、避難区域の方、自主避難されている方（住民票が福島県のまま）の
生後 20 週未満のお子様は、ロタウィルスワクチンの予防接種を無料で受けられます。鶴岡

でも接種することができます。一連の手続きに時間が必要となりますし、9/13(金)以前でも
予算終了に伴い〆切となりますので、お早目にお申込みください。
※ワクチン接種手続きの流れ
接種希望 → 小児科医院 → 申込み用紙に記入・事務局へ → 事務局で接種券作成・発行 → 小児科医院 →接種
＊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 】
17 土赤川花火大会 18：45～
18 日夏を染めよう草木染め 9:00～
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)
13：30～15：30(60 歳以上の方対象)
23 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
講演会「東日本大震災を風化させない為に」
18:30～酒田市総合文化センター3 階

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：人権啓発講演会開場 13：30
14：00～鶴岡市中央公民館(市民ホール)
開場 14：00
開演 14：30 酒田市民会館「希望ホール」

26 月ひなん女子会(8/28)申込み〆切日
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 水ひなん女子会 9：30～にこ♥ふる 3 階
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

震災復興

講演会「東日本大震災を風化させない為に」

8 月 23 日(金)18:30～20:00 酒田市総合文化センター3 階

参加費無料

岩手県陸前高田市から岡本翔馬さんを迎え、震災から復興までの歩み、現在取り組ん
でいるプロジェクト「桜ライン 311」にかける思い、抱えている様々な課題について
お話しいただきます。10m を超える未曾有の津波災害に
見舞われた陸前高田市。
「私たちは悔しいんです。次の世
代がこの悔しさを繰り返すことのないように、今回の津
波の到達点を桜の木でつなぎ、後世に伝えたい」。生の声をどうぞお聞きください。

申込み・問合せ：0234-43-8165 酒田市ボランティアセンター(交流ひろば内)
メールでも申込みできます。volunteer@sakata-shakyo.or.jp
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

9/1 日つるおか思い出の歌 愛唱会発表会
開場 11:30 開演 12：00 市文化会館
パパと一緒に遊ぼうにこ♥ふる 3 階
10：00～11：30 未就園児(1 歳 6 か月～3 歳)
とその父親、内容：パパと子どものふれあい
遊びと絵本の読み聞かせ※事前申込必要
0235-25-2741 子ども家庭支援センター

避難者招待
8 月 25 日(日)開場 14:00 開演 14:30～ 酒田市民会館「希望ホール」
(酒田市本町 2-2-10)

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)
13 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

14 土
15 日
16 月
17 火
18 水

チャンネルアイ ダンス プロジェクトによるダンス公演です。今年 2 月に開催し好評
だった「かくめい 5deja-vu」の再演で、園児から 40 代までの踊り手によるステー
ジです。先週号と同封の案内状(右上画像参照)にお名前、希望人数を記入の上「招待
券受付」までおいでください。事前にメールで申込みをすることもできます。

メールでの申込み：channel.i.d.p@gmail.com
食文化 山形県農業総合研究センター水田農業試験場 参観デー
8 月 31 日(土)9:00～16:00 鶴岡市藤島字山ノ前 25 ( 旧 庄内支場 )
「つや姫」を育成した試験場の参観デーです！来場者には「つや姫」精米(2 合)をもれな
くプレゼント！「つや姫」と「先祖品種」との食べ比べや「つや姫パン」
「低アミロー
ス米おにぎり」などいろいろな試食もできますよ！売り切れ御免の地元農産物加工品
等の展示即売コーナーもあります！ぜひ、ご来場くださいね♪

問合せ：0235-64-2100 農業総合研究センター水田農業試験場

