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３月といえばひな祭り、「被災地から雛飾りを持ち出したかったけど、あきらめた」という声も聞かれました。被災地では２月か
ら飾り始め３月の節句を過ぎればすぐにしまう方が多かったのではないでしょうか？実は鶴岡では、旧暦で飾る地域もあり（４
月に相当）、３月から４月まで、地域により飾る時期が違うのです。市内では 3/1～4/3 までイベントとして「鶴岡雛物語」開催中
です！被災地から持ち出せなかった雛飾りを眺める代わりに鶴岡の貴重な雛人形を見て回るのはいかがでしょうか？(*^_^*)

庄内ひな街道を歩いてみよう♪
鶴岡は、徳川四天王の筆頭 酒井公が統治した城下町でした。江戸時代、参勤交代で江戸から、また、日本海の西廻り
航路によって京の都から、雛人形や雛道具が運ばれてきました。時代は変わり、世の中も大きく移り変わる中、雛人形
は、庄内藩主 酒井家をはじめ旧家によって代々大切に受け継がれてきました。享保雛、有職雛、古今雛、芥子雛など、
日本を代表する雛人形研究家をも夢中にさせた秘蔵の雛たちが今も大切に展示されています。鶴岡のこの時期だけに堪
能できる雅な世界をぜひお楽しみ下さい。同封される割引券（何度でも使えます♪）をご活用下さいね！
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鶴岡市内旧家に伝わる江戸
時代から昭和初期までの享
保雛や古今雛など数百体の
お雛様と雛道具を展示。鶴岡
ならではの「ちょんびなさま」
をあしらった城下町の雅な雛
祭りを再現した豪華な８段飾
りが圧巻。
9:30～16:30※期間中は無休

特注の有職雛や小さな愛らしい芥子
雛、職人技が冴える美しい細工が施
された雛道具など、庄内藩主酒井家 致
ゆかりの大名雛や御道具を展示。水 道
戸光圀の孫娘にあたる細川家の息 博
女 密姫が、酒井家六代忠真公にお 物
輿入れになった際にお持ちになった 館
御道具や名工・原舟月の雛など愛好
家垂涎の品々が並ぶ。 9:30～17:00(入館 16:30 まで)※期間中は無休

旧風間家住宅「丙申堂」
国指定重要文化財「丙申堂」は、庄内藩の御用商
人で、幕末には鶴岡第一の豪商となった風間家の
旧宅。毎年お雛さまの時期には、九代目（眞一）の
姉が残した二代目永徳斎作のお雛さま、８代目夫
人の誕生に際し台湾で買い求めた芥子雛、風間家
分家の雛飾り、三姉妹の市松人形などを特別展
示。さらに、お雛さま研究家、安部英子氏のコレクシ
ョンなどを展覧し、大座敷いっぱいに雛段が

飾られる。

お雛の体験もあります♪
和菓子作り体験:菓子職人の手ほどきでお雛菓子を作ります（1 個 200 円）
3/ 4(日)午後 1 時～4 時 丙申堂
11(日)
〃
荘内神社
18(日)
〃
致道博物館
25(日)
〃
龍の湯(奥湯野浜温泉)
※他にも「雛ろうそく作り体験」「陶雛作り体験」等々いろいろあるんですよ～！

「東日本大震災 追悼と交流の集い 鶴岡」 開催のお知らせ
東日本大震災発生から１年を迎える３月１１日に、ここ鶴岡市でも、政府主催の追悼式を一部中継しつつ、
被災地での多くの犠牲者に対して哀悼の意を表する集いを開催致します。いまだ未解決が多く癒えぬ思いをそ
れぞれが抱えておられることと思いますが、ゆっくりと語り合う交流の場のためにスペースや内容に配慮致しました。
第一部のみ、第二部のみのご参加も可能ですので、ぜひお申込み下さい。（＊裏面のご案内もご覧下さい）
日付：３月１１日(日)午後２時半～（午後５時終了予定） 〆切 3/6(火)お早目に！
場所：鶴岡市ゆうあいプラザかたぐるま（ほなみ町 3-2）
※参加費無料・送迎バス・子供コーナーご用意致します。お申込みのお電話の際にご予約下さい。
お問合せ・お申込み：鶴岡市社会福祉協議会 0235-24-0053（地域福祉課）
＊編集・発行

鶴岡市社会福祉協議会（避難者生活支援事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀)

【 ３月の予定 】
4 日こども映画会「ねぎぼうずのあさたろう」
開場 9:00 上映 10:00～中央公民館１階市民ホール
入場無料。（定員４５０名）

5月
〆切日
6火
7 水星を見る会「火星・木星・金星と冬のなごり
の星座たち」申し込み〆切日
10:00～にこ♥ふる 2 階

8木

星を見る会「火星・木星・金星と冬のなごり
の星座たち」19:00～中央公民館内視聴覚
センター3 階 参加費無料（事前申し込み
必要）中学生以下は保護者同伴

9 金法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）

山形法律相談センター023-635-3648
（3/23-25）予約〆切日

10 土
11 日
14：30～「かたぐるま」にて
会場：東根市黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャ
ングル 内容：体験型イベント（犬ぞり、ジプフィー、イグ
ルー制作とペイント、蝋燭作り、かんじき体験）、探検家
大場満郎トークショーなど

12
開場 13:00 開演 13：30 鶴岡市文化会館

12 月
13 火 庄内地方避難者相談会
11：00～15：00 鶴岡市役所 5 階
＊自由来所型相談会です。福島県以外からの
避難者の方もおいでください。

14 水
15 木
16 金法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）

山形法律相談センター023-635-3648

17 土
18 日 放射能から子供達を守ろう！
DVD 原発震災ニューズリール製作者影山あ
さ子さんを囲んで「上映と講演のつどい」

19 月
20 火

カット体験 de お父さんをプロデュース！
（髪切屋さん企画 9：00～）

21 水 春休みこども映画会（3/21～23）
中央公民館内視聴覚センター1 階大視聴覚室
入場無料 各回先着 100 名
①10：00～「六人のごうけつ」「スプーンおばさん」
②13：30～「ズッコケ三人組」「トムとジェリー」

22 木春休みこども映画会（3/21～23）
23 金春休みこども映画会（3/21～23）
運行予定日
法律無料相談（山形県弁護士会）
16：00～18：00（要予約）

山形法律相談センター023-635-3648

24 土
25 日
運行予定日
26 月
27 火庄内地方避難者相談会
11：00～15：00 鶴岡市役所 6 階
＊自由来所型相談会です。福島県以外からの
避難者の方もおいでください。

避難者交流 「東日本大震災

追悼と交流の集い 鶴岡」3/11(日)

14:30～16:00 第一部「式典」政府主催「追悼式」の一部中継、宮城・福島から
の避難者のメッセージ発表、 活動パネル展示。（鶴岡市・避難者の小学生の特選
入賞作文展示、他）＊普段着でお越し下さい。
16:00～17:00 第二部「交流会」キャンドル点灯、鶴岡の銘菓に親しみながら
しみじみと語り合える場をご用意致します。子どもコーナーは食堂ホールを全部使
い、ゆとりあるスペースと致しました。（JA 鶴岡様より野菜の寄贈もいただいておりま
す）おいでをお待ちしております。申込み：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会
お知らせ
♪♪
♪♪
「鶴岡に来たばかりで地理も情報も分からないの」「歩いていける遊び場や買い物で
きる場所が知りたい」「どんな子育て支援策があるの？」等々、そんな疑問に答える
講座です(*^_^*)お子さんと一緒に気軽にご参加下さい。
〆切 3/5(月)

3/7（水）午前 10 時～ 未就学児がいる転入家庭の親子先着 10 組

会場・申込み：にこ♥ふる 2 階「子ども家庭支援センター」0235-25-2741
お知らせ

運行予定日：3/23(金)夜発着 ⇔ 3/25(日)午後発着

〆切 3/9(金)

避難者の二重生活を支援するためのボランティアによる移動支援バスが 3 月も
運行されます。春休みに合わせての運行予定ですので、ぜひご利用下さい。
ご意見・お問合せ・お申込み：山形ボランティア隊（代表・本田） 090-3756-9755
避難者相談
被災した方はもちろん、被災者を支援している方からのご相談にも対応しております。
通話料無料・秘密厳守・匿名 OK・専門の相談員ですので、安心してご相談下さい。
※内閣府主催、被災三県共催、NPO 団体協力の相談ダイヤルです
※宮城県・岩手県の方が鶴岡市からかける場合は全国共通番号のふくしまの番号におか
けください。（宮城・岩手に戻っている時には「県内限定番号」をご利用下さい）

福島女性のための電話相談ふくしま
相談時間

（全国共通番号）

月～金（祝日除く）10 時～17 時

宮城東日本大震災 心の相談ホットラインみやぎ
相談時間

月～金 8:30～16:45

土 9:30～16:45

岩手女性の心のケア ホットラインいわて
相談時間

(宮城県内限定)
日・祝 10:00～16:45
(岩手県内限定)

月～日 10 時～17 時

避難者交流・趣味作り
♥ 編み物教室 開催のお知らせ ♥
避難者による避難者のための編み物教室を開催中！編み針 1 本と毛糸があれば、飾り
襟のように着けられるマフラーや帽子を編めるようになります。
3 月毎週(金)10:00～11:30 初心者大歓迎です！
（お子さんが幼稚園・学校に行っている昼間のお時間に♪）

場所：鶴岡市ボランティアセンター（にこ♥ふる 2 階）
お申込み・お問合せ：鶴岡市ボランティアセンター0235-23-2970
体験・親子で楽しむ カット体験 de お父さんをプロデュース！
3/20(火)祝、プロにアシストされながら子供達がパパのカットに挑戦！企画
進行中です(^_^)v 詳細は次号のおたよりで！（先に知りたい方は「髪切屋」HP ご覧ください！）
●頭皮ケア付きシャンプー（男性 1300 円・女性 1500 円）→ 無料
●未就学～中学生カット・シャンプー500 円引（未就学・小学 700 円、中学 1300 円）
●大人カット・シャンプー・シェーブ 1000 円引（男性 2300 円、女性 2500 円）
気分転換にご利用ください(*^。^*) 皆様のお時間を大切に使うため
☎予約なさってくださいね。3 月末日まで実施中です！
※被災証明書・り災証明書（高速道路用 OK）をお持ち下さい。
避難者招待

☆

黒伏高原 KIBITaKI 2012

3 月 11 日(日)11:00～16:00

☆

東根市黒伏高原ｽﾉｰﾊﾟｰｸ JANGLE JANGLE

被災者も山形県民も楽しみと時間を共有し、心の復興のきっかけを目指すイベントです。入場無
料。鶴岡市からは当日「にこ♥ふる」朝 7:30 出発・19:30 帰着の送迎があります。お申込み
はボランティアセンター0235-23-2970

震災・放射能関係 勉強会
3 月 18 日(日)13:30～（入場 13:00～）参加費：一般 300 円（学生無料）
鶴岡市勤労者会館（鶴岡市泉町 8-57）2 階大会議室 ※託児室あり
「原発震災ニューズリール」のインタビュアーでありプロデューサーの影山あさ子さ
んを鶴岡にお迎えして、直接お話を伺ったり、新作「最新福島リポート 家族の選択」
を上映します。お問合せ：「フクシマの子どもの未来を守る家」080-6023-7490

