
◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.16 2012.2.17発行 

 避難者の皆様におなじみの「にこ♥ふる」-正式名称は鶴岡市総合保健福祉センターです。「にこ♥ふる」の名前の意味は、
「にこ」＝笑顔、「ふる（full）」＝いっぱい、ということで「笑顔があふれる」ということを表しているんですよ。ひらがな表記なのは

やわらかいイメージ、♥マークはあたたかいイメージを表現しています。鶴岡市健康課を含む「保健センター」「子ども家庭支援

センター」「障害者相談支援センター」「社会福祉協議会」「ボランティアセンター」「夜間・休日診療所」「休日歯

科診療所」がありますので「笑顔があふれる」暮らしのためにぜひご活用下さい。 

 

  あなたを応援してくれる人がいます… 

鶴岡市には 2/7 現在で福島県から 300 人、宮城県から 109 人、岩手県から 3 人の合計 409 人の 

避難者がいます。（庄内地方全体では 799 人：山形県調べ）親族、知人を頼って来られた方、職場の被災 

転勤で来られた方、まったく知り合いもなくたどり着いた方、ご事情は様々です。 

避難者の皆さんの顔も名前も知らなくても“応援したい”と思いを寄せてくださる方は、 

鶴岡にたくさんおられます。今回は、その中のお一人、ヘアーサロン髪切屋・三浦一志さんに 

インタビューしてみました！ 

 

三浦さんは震災の時はどこにおられたんですか？ 

荘内病院 9 階の仕事場で今まで経験したことがないほど 

長い横揺れを感じました。 
 

鶴岡もだいぶ揺れたんですね！９階であの地震と思うと改め 

て恐ろしい思いがしますね(>_<;) 震災後ボランティア活動に参 

加されたとお聞きしておりますが、具体的にはどのような活動 

をなさっておられたんですか？ 
 

震災直後からボランティア活動をされている団体に支援金

という形で協力させてもらい、また、その団体を通じて東松

島にあるグループホーム建物内部のがれきの撤去・清掃に参

加させてもらいました。 
 

体力・資力の両面で尽力して下さってたんですね！貴重なお休 

みの日に救援活動に参加して下さって、東松島の皆さんは本当 

に嬉しく心強く思われたことでしょうね。(*^_^*) 

ところで、鶴岡市に避難している人たちがいることをどのよう 

にしてお知りになったんですか？ 
 

震災直後に自主避難で親戚の家に身を寄せている方がいる

のは知っていましたが、参加させてもらったボランティア団

体の方から「自主避難以外でも未だに避難生活をされている

方がたくさんいる」と伺いました。 

 

それで三浦さんは「何かしたい」と思われたんですね。 

その時にお調べになったことや参考になさった例などはあっ 

たんですか？ 

 

 

はい、まず、理容師の私が被災されている方にどんな形 

で力になれるのかを考え、その上で同じように考えている方

がいないかインターネットで調べました。それから、避難

者・支援者向けフリーペーパー「うぇるかむ」に載っている

山形市の美容室さんの活動を参考にさせてもらいました。 
 

そうでしたか！「うぇるかむ」は避難者世帯に郵送されている

ので、鶴岡の避難者も読んでいるフリーペーパーなんですよ。 

支援を考えている方にも読んでいただいて、鶴岡にも目を向け

てくださるのは嬉しいことですね。では、最後に鶴岡市に避難

しておられる皆様に一言お願い致します(^o^) 
 

長引く避難生活お疲れ様です。慣れない土地・気候、特に雪

には大変苦労されていると思います。しかし、そんな生活の

中でも何か楽しい事・喜べる事・ほっと出来る事のお手伝い

が出来たらいいなぁと感じています。庄内の人はとても温か

い方が多いです。不安に思う事、大変な事があったら声をか

けてみて下さい。力になってくれる方がいっぱいいますので、

一緒に歩いていきましょう！ 

 

嬉しいメッセージありがとうございま

す！今日はお時間を取っていただき、あ

りがとうございました！※今回避難者

世帯だけの支援サービスを設定して下

さいました。ぜひご利用下さい(*^_^*) 

ヘアーサロン髪切屋（かみきりや） 
荘内病院 9 階(月)～(土)9:00～19:00 

定休日(日)(祝) ☎0235-26-5198 

※「髪切屋」で検索すると HP 閲覧できます(^_^) 

 「駐車場の“上”にも注意！」 

駐車スペースの除雪は毎日されていると思いますが“上”を見上げてみたことが 

ありますか？屋根から雪がせり出している部分を「雪庇(せっぴ)」と言います。 

これが一度に全部落ちてくると、車はもちろん人間も命に関わりかねませんので、 

雪のスペースを考えて駐車するか、早めに安全に雪庇落としをして対処して下さい。 

＊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)

長引く避難生活お疲れ様です。気分転換にご利用ください。(貴方のお時間を大切に使うため☎予約をお願い致します。3 月末日まで実施しております) 

●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（例：未就学・小学生 1200円→700円、中学生 1800円→1300 円） 

●大人カット・シャンプー・シェーブ 1000円引（例：男性 3300円→2300円、女性 3500円→2500円）  
※被災証明書か、り災証明書（高速道路用可） 

ご持参ください。 

ごじ 



【 2月・３月の予定 】  お知らせ ☆ ☆ 

今まで福島県内でしか受診できなかった健康診査を鶴岡市内の病院でも受診できるよ

うになりました！該当する方には申請書類が郵送されておりますが、大人と子供では

受診できる病院が違いますのでご注意下さい！（すでに福島県内で受診された方は該当

しません）   受付期間：2/1～3/15、受診期間：2/15～3月末日まで 

※希望受診日の 2 週間前までに返送してください!! 

お申込み・お問合せ：070-5089-8665（平日 9：00～16：30） 

                         公益財団法人結核予防会コールセンター 

 

♪  ♪ 

福島県内各地の「広報」が、鶴岡市図書館、鶴岡市役所危機管

理課窓口（0235-25-2111 内線 119）、鶴岡市社会福祉協議

会窓口（にこ♥ふる２階 0235-24-0053）の市内三か所で閲

覧できるようになりました。お気軽にお立ち寄り下さい。 

 

東京電力賠償関係  ♥ ♥ 

福島県内で開催された「障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会」の資料を入

手致しました。「わかりやすい東電賠償Ｑ＆Ａマニュアル」と「やさしい原発事故損害賠償

申出書」の２種類です。障がい者ご本人・ご家族はもちろん、「今までの資料は難し

くてよく分からない」という方も役立つ資料となっております。ご希望の方は鶴岡市

社会福祉協議会・避難者支援担当（志賀 0235-24-0053）にご連絡下さい。 

 

食の安全・地域交流  ＪＡ鶴岡地産地消フェスタ  

２月２４日（金）13:00～15:00 グランド エル・サン（東原町 17-7） 
ＪＡ鶴岡主催「地産地消フェスタ～田舎料理『味楽来（みらくる）』レストラン・絆～が開催され

ます。託児付で、お母さんも安心！ＪＡ鶴岡特産品の試食・お得な産直コーナーもご用意。

参加費500円。避難者の皆様先行申込み受付中！申込みの際には「避難者支援だよりを見

た」とお伝えくださいね♪※詳細は「支援だより No.13」と同封の案内チラシをご覧くださいね。   

お申込み・お問合せ：ＪＡ鶴岡経済部生活課 0235-23-5045 

 

避難者招待 2/25(土)15:00～18:00 
あつみ名産の清酒摩耶山の新酒を味わってみませんか？(*^。^*) 「べろべろ餅鍋」

やお楽しみ抽選会など、ご家族で楽しめます！避難されている皆様を無料ご招待。

お申込みになられた方には参加チケット（摩耶山 3 種の試飲とべろ

べろ餅鍋試食）を郵送致します。「支援だより No.14」と同封されたピ

ンクの紙のチラシの裏面に公共交通のおススメ時刻表が掲載されて

おりますのでご参考になさってください！〆切 2/22(水)お昼まで！ 

申込み・お問合せ:０２３５-２４-００５３ 鶴岡市社協（担当：志賀） 

 

避難者招待   ☆ ステージ 2012  ☆ 

ジャンルを超えた様々な踊り一挙に３０演舞、たっぷり見応えありのステージです！

「支援だより No.14」と同封された「入場券」１枚で、ご家族全員が入場できます！受付で

人数を知らせてくださいね♪開催日 2/26（日）鶴岡市文化会館 開場 12:30 開演 13:00 

申込み・お問合せ:０２３５-２５-６３２０ （担当：佐藤 薫・瀬尾 貴） 

 

震災・放射能関係 勉強会  

「東北の心はひとつ/いま被災・被曝地では―これまでの支援とこれからの課題―」 

２月２5 日（土）13:30～16:30 こぴあ 2 階ホール（余慶町 1-2） 
【第一部】基調講演：遠藤慎一先生（相馬市立中村一中）遠藤智恵先生（南相馬市小高中） 

【第二部】支援活動の報告とこれからの課題     避難者無料ご招待 

申込み・お問合せ:０２３５-２５-３３２２（震災・原発学習実行委員会） 
 

体験・親子で楽しむＪＡ鶴岡あぐりスクール・親子スノートレッキング  
3 月 3 日（土）8:30～13:30 鶴岡市農村センター（鶴岡市矢馳字上矢馳 258） 

“かんじき”を履い歩いてみよう！アニマルトラック（動物の足あと）を探したり、

冬芽（ふゆめ）の観察をしながら自然に親しむことができます。小学 3 年生以上の

児童と保護者対象・参加費 300 円/一人。持ち物などの準備物はお申込みの時にご

連絡致します。〆切 2/20(月) お申込み・：ＪＡ鶴岡経済部生活課 0235-23-5045 
 

体験・避難者交流☆ 温海さくらマラソン～避難者参加募集 ☆ 
応援観戦、高校生以下の部門の参加ご招待（温泉・昼食・送迎バス付）致します! 

お申込みは、出場エントリー（〆切 3/2）と一般来場（〆切 4/6）の二種類です。※

詳細は「支援だより No.14」と同封の別紙チラシ・お申込み用紙をご覧下さい。 

申込み・お問合せ: ０２３５-２４-００５３ 鶴岡市社協（担当：志賀） 

 

19 日 鶴岡音楽祭 2012（文化会館）   
13：30～大人 2,000円高校生以下 1,000円     

ミュージカル「ハッピーバースデー～命かがやく瞬

間～」開場 13:30 開演 14:00 藤島公民館   

入場料 300 円＊避難者の方は受付で「避難者

です」とお申し出下さい。ご招待客とさせていた

だきます。                         

20 月ＪＡ鶴岡 地産地消フェスタ申込み〆切日 

「親子スノートレッキング」（3/3）申込み〆切日 

21 火 

22 水 申込み〆切日 

23 木 「ロールケーキ作り」（3/4）〆切日 

24 金 ＪＡ鶴岡 地産地消フェスタ 
13：00～15：00グランド・エル・サン＊託児付 

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 

25 土  
15:00～18:00 あつみ温泉朝市広場 

 

13：30～16：30鶴岡市こぴあ 2 階 

26 日 ステージ 2012   
鶴岡市文化会館 開場 12：30開演 13：00   

避難者招待チケット１枚で家族全員入場可  

27 月 金峰山雪灯籠祭り（金峰山神社） 

28 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。 

29 水 

3/1 木 

2 金 温海さくらマラソン出場エントリー

申込み〆切 

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 土 ＪＡ鶴岡あぐりスクール「親子スノートレッ
キング」8：30～13：30鶴岡市農村センター 

4 日 親子でクッキング「ロールケーキを作ろう」 
13:00～中央児童館 小学生と保護者 参加費 150 円/

一人 申込み 2/15(水)～2/23（木）まで            

5 月 

6 火 

7 水 

8 木 

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 

10 土 

11 日 「黒伏高原 KIBITaKI 2012」    
 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       
鶴岡市文化会館 開場 13：00開演 13：30   
受付にチケット引換券持参で家族全員入場可   

12 月 

13 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。 

14 水 

15 木 


