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 8 月も中旬を迎え、お盆休みの時期ですね。夏休みで遠出が増えている全国各地ですが、庄内地方は海水浴客でいつも以

上に道路が混んでいる状況です。被災地との往復もだいぶ慣れたかと思いますが、渋滞や事故などにくれぐれもご注意なさっ

て、楽しい旅行やご家族とのひとときをお過ごしください(^_^)/ 

 

避難者Ｑ＆Ａ特集～part7～ 
 

 

避難者の方からのご相談・お問い合わせ特集も第 7 弾となりました！今回掲載していないものでも、お気軽にご相談、

お問い合わせくださいね！（ご相談・お問い合わせはこのページの最下欄へどうぞ！） 

鶴岡市でインターネットを無料で使える場所はありますか？ 

閲覧ができる場所と閲覧・プリントアウト(印刷)ができる場所があります(*^_^*)用途に合わせてご利用くださいね♪ 

 

閲覧だけなら  

鶴岡市立図書館（本館）  

家中新町 14-7 ☎0235-25-2525  

             平日 9:30～19:00 

（土日祝は 17:00 まで） 

 休館日：(月) 

 ※(月)が祝日の場合は 

     翌日が休館になります。 

                             

＊1 台のパソコン、一人 30 分まで利用できます。 

住民票を移していなくても利用者カードを作れます。 

利用者カードを作らなくても身分証明になる免許証や 

保険証を提示して手続きすれば閲覧できます！） 
 

※「がんばろう東北」コーナーは、

8 月からソファスペースに移動

しました。被災地新聞や図書な

どをソファでごゆっくりご覧く

ださい。 

 

朝日地域中央生涯学習施設 「すまいる」 

下名川落合１ ☎0235-53-2111 

 8:30～22:00（曜日・祝日問わず毎日） 

＊１台のパソコン、時間制限特になしで利用できます！ 

（事務室に申し込んでください。利用者が多い場合は時間を

制限することもありますのでご了承ください。） 

 

鶴岡市障害者相談支援センター 「サロン」 

泉町 5-30(にこ♥ふる 2 階)☎0235-25-2794 

(月)～(土)9:00～16:30（祝祭日のぞく） 
※障がいをお持ちの方限定 

 

＊１台のパソコン、一人 60 分まで 

利用できます。 

（利用者登録が必要です。 

詳しくは職員にお尋ねください。） 

 

 

 
 

閲覧・プリントアウトもしたいなら 出羽庄内国際村  伊勢原町 8-32 0235-25-3600 

                                                            8:30～19:00 (月)休館※月曜祭日の時は火曜休館 

                      ＊3 台のパソコン、時間制限特になし！（事務室に申し込んで 

ください。利用者が多い場合は一人６０分までとなります 

のでご了承ください。印刷１枚１０円） 

 

出羽庄内国際村では、朝日新聞、山形新聞、荘内日報を 

閲覧することもできますので、ご利用下さい。 

支援物資を受け取れる場所はありますか？ 

さとのえき白山「いなかフェ」で物資（衣服・食器・雑貨類）を無料で提供中です。(*^_^*)/みんなで来てね～♪ 

さとのえき白山(いなかフェ)は 2006 年 6 月に元農協支店を改装してオープンの、手作りの味を大切にしたスロー

なカフェです。地域の方から提供された物資を、震災で山形県内に避難した方を対象に、無料で提供しています。 
 

  場 所：酒田市(旧八幡町)新出坂ノ下 36-6  

  営 業 時 間：定休日を除く毎日 10:00～17:00 くらいまで   
         ※8 月定休日：21(火)28(火)、臨時休業もありますので、 

            事前にお電話かメールでお問い合わせください。 

ご利用方法：①来店前に営業しているか確認してください。（電話かメール） 

②来店時に避難していることをお申し出ください。 

お問い合わせ：Ｅメール：cafe893@gmail.com  ☎0234-64-2806 ※ブログも「いなかフェはくさん２」で検索！ 

＊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）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀) WANPUG

mailto:cafe893@gmail.com


【 8月の予定 】 化石を楽しむ 恐竜大集合！ステゴザウルスとフタバスズキリュウ発掘物語 
8 月～10 月 28 日(日)9:00～17:00 月山あさひ博物村 文化創造館 

大人気の恐竜や化石を展示、ステゴザウルスは全身骨格の展示です！ 

入館料：大人(高校生以上)700 円、小中学生 450 円、幼児 100 円 

    ※この入館料でアマゾン自然館（世界の昆虫展）・文化創造館・月山カブト 

ムシ園をご覧いただけます！毎週(日)に体験イベントも開催します！ 

お問い合わせ・お申込み：0235-53-3411（月山あさひ博物村） 

 

避難者割引 スパールの割引券ご希望の方はご連絡下さい！ 

お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（志賀・山本） 

 

避難者招待 アクションスポーツ体験・講習会 in アクションパーク米沢 

「ニュー・レクリエーションスポーツ」キッズトライアル！開催 申込受付中！ 
8/19(日)・9/16(日)・10/21(日)・11/18(日) ※一日だけの参加でも可 

受付 12:00 開始 13:00～15:00 場所：米沢市直江石堤アクションパーク米沢 

 （参加料無料）            （米沢市大字李山字在家道南下 3800-1） 

スケートボード部門・ボルダリング部門・ＢＭＸ部門の各部門 15 名程度募集です。 

対象は福島県・宮城県・山形県の親子連れやアクションスポーツ愛好者、初めての方

も大歓迎です！お子様、小学生の方は保護者同伴でご参加くださいね。 

お申込み方法：メールかお電話で開催日３日前までお申込み下さい。 

Ｅメールアドレス actionpark_yonezawa@yahoo.co.jp 

電話番号 090-3125-4504（本田） 

 

避難者招待アクションパーク米沢 利用料無料で楽しめます！ 

宮城県・福島県の中学生以下の親子、山形県内に避難している方の利用料を来年 3/31

まで無料に致します。来場予定の 3 日前までお電話でお申込みください。当日は専門

の担当者が指導・誘導致します。運動に適した服装・履物でおいでください。 

場所：米沢市直江石堤アクションパーク米沢（米沢市大字李山字在家道南下 3800-1） 

お問い合わせ：090-3125-4504（本田） 

 
NPO法人 アクションパーク米沢は、スケートボード、BMX（ビーエムエックス、 

バイシクルモトクロス）、クライミングのスポーツ３種の愛好者が気兼ねなく活動できる場として

構想され、現在、各部会の代表者により組織された委員会によって運営されているアクティブ

スペースです。2007年に米沢市を中心とする地元有志により設立されて以来、地元山形はも

とより福島や宮城、さらには新潟に至る近県の若者たちの集う全天候型のホットスポットとして   

注目を集めています。 

 

短期就職案内 だだちゃ豆の収穫・選別アルバイトのお知らせ 
夏の最盛期にだだちゃ豆（枝豆）の収穫・選別   

作業のお手伝いできる方を募集しています！ 

（8 月～9 月中旬）根気よくまじめに、楽しく 

明るく働ける方大歓迎です！農業の経験は問い 

ません。お気軽にどうぞ(^_^) 

お申込み方法：無料の会員登録が必要です。 
               (昨年登録された方も再度登録が必要です) 

ＪＡ鶴岡農業サポートセンター(営農販売部農業支援室内)0235-29-0455 

 

避難者交流“ひなんママの集い in鶴岡”かたぐるまに集まれ～♪ 
8 月 29 日(水)10:00～12:00 ゆうあいプラザかたぐるま(ほなみ町 3-2) 
鶴岡市に避難してきて、長い方では1年5か月。「お母さん」

同士で、避難生活のこと、鶴岡での暮らしのこと、これから

のこと、等々、ゆっくりおしゃべりしてみませんか？ 子供

たちを学校や幼稚園に送り出した後、かたぐるまのおいしい

コーヒーやお茶を飲みにおいでください。徒歩や自転車で来

れる方が多い「ゆうあいプラザかたぐるま」を会場にご用意

致しました。（お車でおいでになることもできます） 

和室を用意していますので、保育園に預けていない赤ちゃん連れの方でも大丈夫です

(*^_^*) 幼児や小学生のママだけでなく、中学生や高校生のママもぜひおいでくださ

いね♪ ストレスチェックや心のケアの資料などもご自由にお持ち帰りできます。 

詳しい内容は次号でさらにお知らせ致します。 

申込み・問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会(志賀・山本) 

                      

11 土親子ですごすキッズアトリエ 

10:00～12:00 出入自由 予約丌要 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  
致道博物館土曜講座「庄内地方の地震と津波」 
14：00～先着 50名 入館料だけで受講できます。 

入館料：大人 700 円 学生 380 円 小中学生 280 円 

申し込み 0235-22-1199 致道博物館 

12 日山形交響楽団庄内定期演奏会 16：00～ 

    山響チケットサービス 023-625-2204 

   前売大人 4,000円学生 2000 円＊当日 500 円増 

13 月 

14 火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊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。 

庄内大祭（宵祭）午後 2時～ 

15 水庄内大祭（本祭）正午～ 

※15：30～17：30市内交通規制有 

16 木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 
アクションスポーツ体験・講習会 in米沢（8/19） 

申込〆切日 

大鳥川フェスタ 10：00～14：00 
タキタロウ館（鶴岡市大鳥字高岡 55－8）東大鳥川周辺 

中学生以上 1000円 小学生以下 500円 幼児は無料 

問合せ：タキタロウ館 0235-55-2452 

17 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 

18 土  

19 日アクションスポーツ体験・講習会 in米沢 

受付 12:00開始 13:00 米沢市アクションパーク 

アートフォーラム特別展覧会・最終日 

「彫刻家大平龍一ぼうけんやろう」10：00～19：00 

20 月 

21 火 

22 水 

23 木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

24 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 

25 土 

26 日 

27 月福島県巡回就職相談会 13 時～17時 

(鶴岡市にこ♥ふる 3階 小会議室) 

28 火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊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。 

明治大学マンドリン倶楽部鶴岡公演 
開場 18:00 開演 18：30 鶴岡市文化会館 

（※招待券をお持ちの方はお忘れなく！） 

おとな映画会 中央公民館 0235-25-1050 

29 水「ひなんママの集い in鶴岡」 

30 木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

31 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 
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