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  仕事をお探しの避難者の方もおられるようですが、山形県の最低賃金はいくらなのか気になるという声も(>_<) 

平成 24年 4月現在、最低賃金(時給)は山形県 647円、岩手県 645円、宮城県 675円、福島県 658円となっております。 

四県の平均は約 656 円です。被災地の地元と同じ感覚で探すと、人によって「高い時給！」だったり「安い(-_-;)」だったり、

求人票への印象が違うかもしれませんね(^_^;) 

 

フクシマの子どもの未来を守る家  

前回に引き続き、鶴岡市で支援活動を続けているグループをご紹介致します！子供達と保護者の短期ホームステイを支援している

「フクシマの子どもの未来を守る家」(通称「守る家」：“フクシマ”とは「原発事故で汚染を被った地域」の意味合いで使わせてい

ただいているとのこと、福島県民限定ではありません)です。今までも、原発関係の勉強会にご協力いただいたり、催しにお誘いい

ただいたりしていましたが、あらためてご紹介させていただきます(*^_^*) 

 

「守る家」の始まり   ～フクシマ（“被曝されられた地域”）の母子のお手伝いをしたい～ 

保育士の資格をお持ちで代表を務める高橋裕子さんは、昨年 6 月初旬ニュースで、文科省が当初出し

た「学校利用に関して年間 20 ミリシーベルトまで大丈夫」に抗議する「放射能から子どもを守る福島

の親の会」の報道を見て心を動かされました。ちょうどその頃インターネットで「母子の疎開ネットワ

ーク」の存在を知り、鶴岡での自宅をすぐに「避難先」として登録されました。 

すると、6 月中旬から次々と福島県内のお母さんたちからの悲痛な声がメールで 

寄せられるようになりました。「我が家に滞在できる一家族だけでなく数家族 

受け入れてあげたい」という思いから、夏休み期間の「母子の疎開」を、 

地元の友人・知人の力を借りて取り組むことになりました。 

 

これまでの“疎開”のようす       ～子どもたちの健康と笑顔のために～ 

2011 年夏期の受入のため、高橋さん宅以外に４軒の空き家を無償提供していただくことができました。 

サポーターとなってくださった皆さんにご協力いただき、お掃除したり修繕したり、様々な滞在に必要なものを寄贈・

貸し出ししていただき、受け入れ体制を整えることができました。 

実際に利用されたご家族は、長期・短期・通い(日帰り)含め、2011 夏期：のべ 11家族、2011秋期：3 家

族、2011冬期：4 家族、2012 春期：5家族、合計 23家族（のべ）でした。福島県・宮城県に居住してお

られる皆さん（指定区域だったり区域外だったり）で、鶴岡市に親戚・知人などのつながりは一切なく、 

とにかく子供達を短期間でもいいから安全な所で思いっきり遊ばせたいとの思いで、たどりついたのでした。 

 

 
「守る家」から、鶴岡市へ避難しておられる皆様へ 
様々なご事情がある中で、鶴岡から被災地へ戻らなくてはならないご家族の皆様、本当にお疲れ様です。指定区域

の方でも指定区域外の方でも、放射線量を不安に思うご家族ならいつでも来れる「家」が鶴岡にあります！成長期

にある子どもは細胞分裂が盛んなため、放射性物質を体内に取り込むと後々深刻な健康被害が現れる、と言われま

す。しかし、いったん体内に放射性物質を取り込んだとしても、汚染されていない所に、一時的であっても「疎開」

し「保養」すれば、体外への排せつを促し蓄積をストップさせることができます。そして、戸外で思いきり体を動

かして、のびのび遊び、声を出して笑う生活は、免疫を高め病気に負けない強い身体と心を作ります。戸外での遊

びは、子どもの成長・発達に欠かせないことなのです。「放射能から子どもを守りたい」「子どもを外で遊ばせたい」

「親子共々リフレッシュしたい」と願うお母さんお父さん、いつでもご連絡下さい。サポーター一同「守る家」を

維持・管理しながらお待ちしております。一緒に「子どもたちの未来」を守るため、手をつなぎましょう！ 
＊今年度利用料（シーツクリーニング代、等）一家族 500 円/一日 一回のご利用につき 1～30 泊まで可。 

                       （交通費・食費・医療費などは自己負担となります） 

   詳しいお問合せ・お申込みは…080-6023-7490（高橋裕子） 

携帯電話メール mt.chokai1956@ezweb.ne.jp  パソコンメール yuko_kaiosei1956@yahoo.co.jp 

 

＊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)

サポーターの皆さんで除雪ボランティア中 

こうした支援活動には前回ご紹介の「わぁ

のチャリ」さんも協力して下さっています。 

疎開家族をスキー場へご招待♪ 

子供達の満面の笑顔に大人も笑顔に(^_^) 

餅つきなどのお楽しみイベントも企画・開催♪ 

現在サポートして下さる方は個人約 30 人に 

団体 5 団体。活動資金は寄付とボランティア

助成金でまかなわれています。 



【 ４月の予定 】 

 

 

映画鑑賞 山本周五郎原作:時代劇「かあちゃん」(60分) 
4/18(水)開場 13:00 上映 13:30～ 中央公民館（みどり町 22-36） 

たまに映画鑑賞はいかがですか？(*^_^*) 入場無料で楽しめます。 

 

作品紹介：山本周五郎原作「かあちゃん」は市川崑監督作品が有

名だが、本作は「必殺」シリーズや「鬼平犯科帳」のスタッフによる

短編作品で、短いながらもさわやかな感動が凝縮されている。 

あらすじ：女手ひとつで４人の子どもを育てるお勝は、情が厚く、評

判の女だった。だが裕福になるにつれてお金に汚くなり、今では金の亡者と呼ばれ

ている。食い詰め者の勇吉がその噂を耳にし、夜中、お勝の金を狙って強盗に入っ

た。お勝は騒ぎ声一つ立てず、逆に勇吉をもてなし、金箱を渡す。そして、金の亡

者と言われてまで銭を貯める訳を話した。・・・ 【山本周五郎：原作、野川由美子：出演】  

※同時上映「地域で減災！あなたが力みんなが力」(24分) 
 

各種相談   

鶴岡市で在宅のお仕事をご希望の方のために、内職に関する相談・支援をしています。 

ご希望の方は鶴岡ワークサポートルーム（就業支援室）にご相談においで下さい。 

鶴岡ワークサポートルーム（鶴岡市役所東庁舎 2 階）☎0235-25-2215 

(月)～(金)9:00～16:00 対象者：鶴岡市と三川町にお住まいの方 

＊できるだけ事前に電話予約をお願い致します。相談者の来所が重なると 

お待ちいただく場合があります。 

※鶴岡市社会福祉協議会でも事務・保育士助手(保育士資格がなくても OK)など避難者

枠のある求人がありますので、興味のある方はお早目にお問合せ下さい。 

鶴岡市社会福祉協議会 0235-24-0053 避難者支援担当・志賀または総務課まで 
 

 
（原発被害や津波被害等で避難されている皆様へ） 

４月２４日（火）に金融応援セミナーと金融相談会を開催します。住宅ローンな

どお借入れの返済についてお悩みの方や今後家賃の補助がなくなると返済

が不安となるような方などに対する説明会や相談会を実施します。 

１度聞いてみませんか？借上げ住宅ご利用の方などお気軽にご相談下さい。 

４月２４日（火）午前１０時～１６時 鶴岡市中央公民館 ２階  

説明会：午前１０：００～１時間程度 

相談会：説明会終了しだい個別にご相談できます。相談内容をあらかじめ参加

申し込み時にお知らせいただくと、よりご事情に沿ったご提案ができます。 

【お申込み・問い合わせ】 山形財務事務所・理財課  

☎ 023－641－5178 （担当・橋本・佐藤）  
 

避難者交流・料理教室 

庄内地方では、五月の節句に「笹巻」と呼ばれるお餅を食べるんです(*^_^*) 

せっかく鶴岡市に滞在しているんですから避難者の皆さんで笹巻作りに挑戦してみま

しょう！作った後は試食と交流タイムです(^_^)食文化とお話を楽しみましょう♪ 

参加費無料、エプロン・手拭き(タオル・フキンなど)ご持参下さい。 

    4 月 17 日(火)9:30～12:30 場所：鶴岡市「にこ♥ふる」３階 調理室 

※お子さん連れも OK、お申込みの時にお知らせください。〆切４/１6(月) 

お申込み：鶴岡市社会福祉協議会 0235-24-0053（志賀・粕谷） 
 

生活情報 

山形県内の情報満載のスケジュール手帳です！今年度は“防災情報”の 

ページも加わりました。“山形県ポケット資料集”としてお手元にどうぞ！ 

鶴岡市社会福祉協議会・ボランティアセンター窓口でお受け取りになれます。 

お問合せ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（志賀・粕谷）  

避難者招待(子供～大人まで)大山公園さくらまつり～黒川能鑑賞会  
開催日 4 月 22 日(日) 10:00～15:30 大山公園イベント広場(旧鶴岡西高野球場) 

10:00～ポニーと遊ぼう！(受付 14:00 まで) 入場無料 

10:30～バルーンアート（風船プレゼント♪） 

    地域のサークル発表など 

 11:00～黒川能鑑賞会 

 13:30～念珠関弁天太鼓 など 

※避難されている方に「大山の銘菓とお茶」のプレゼントをご用意しております。 

ご来場予定の方は、下記の電話でお申込み下さいね！ 

申込み・お問合せ: ０２３５-３３-３２１４ 大山観光協会 

 

 

14 土親子ですごすキッズアトリエ 

10:00～12:00 出入自由 予約不要 参加無料 

小学生低学年以下・幼児と保護者が、お絵か

き・工作・洋書絵本の閲覧など、自由に創作・

体験できます。   鶴岡アートフォーラム 

0235-29-0260 

「 」19：00～20：20 

（金峰少年自然の家企画事業）当日申込可 
申込み：0235-24-2400金峰少年自然の家 

15 日 義経上陸の地鼠ヶ関を歩こう会   

16 月
申込み〆切 0235-24-0053 

17 火  

9：30～にこ♥ふる 3 階調理室 

18 水 おとな映画会（中央公民館） 

開場 13:00 上映 13：30～入場無料 
「地域で減災！あなたが力みんなが力」（24 分） 

山本周五郎原作時代劇「かあちゃん」(60 分) 

19 木 

20 金編み物教室 
10:00～にこ♥ふる 2 階（ボランティアセンター） 

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 

21 土 「ようこそ魔法の美術館」(～5/27 まで) 

「光のアート」をテーマに見て触れて感じるこ

とのできる参加・体験型の作品展示。子供から

大人までみんなが一緒に楽しめる展覧会です。 

鶴岡アートフォーラム（馬場町 13-3） 

0235-29-0260 大人 500 円・中学生以下無料 

（4/21-22） 
正午～15:00 荘内神社境内（雨天時は参集殿） 

料金400円＊会場で和菓子作り体験(200円) 

絵ろうそく絵付け体験(500 円)できます♪ 

22 日 温海さくらマラソン 開会式 8：10～ 

メイン会場：温海温泉林業センター      

(鶴岡市湯温海字湯乃里 88-8)        

大山公演さくらまつり 10：00～15：00    
大山公園イベント広場（旧鶴岡西高野球場）  

ステージ：黒川能鑑賞会 11:00～、念珠関辨

天太鼓、地域サークル発表、         

子供イベント：ポニーと遊ぼう!!10:00～、マ

ルミバルーン、各種ゲーム、お花見出店、など 

避難者の方には大山の銘菓とお茶をプレゼン

ト！事前にお電話でお申込み下さい(*^_^*)   

0235-33-3214 大山観光協会       

23 月 

24 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。 

個人版私的整理ガイドライン説明会・相談会 

10：00～説明会 11:00～個別相談会 

中央公民館 2階 問合せ： 

25 水 

26 木 

27 金編み物教室（最終回） 
10:00～にこ♥ふる 2 階（ボランティアセンター） 

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 

28 土 

29 日 

30月ヘアーサロン髪切屋 0235-26-5198 
（避難者割引 4/30 まで延長になりました!!） 


