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 お彼岸を過ぎたとたん、「秋」に様変わりの庄内ですね。厳しい暑さがおさまったのはホッとしますが、急激な温度変化で大人

も子供も体調を崩しておられる方が多いようです。お大事になさってくださいね。9 月 30 日は旧暦の 8 月 15 日で中秋の名月と

なります！今年は満月を観賞できる年ですから、ぜひ、秋の夜空を見上げてみてくださいね！ 

 

今も、あなたを応援してくれる人がいます・・・ 
 

 

 庄内地方の避難者の皆様に支援物資を提供してくださっている 

「さとのえき白山・いなかフェ」さんをあらためてご紹介したいと思います！ 

 

 

「さとのえき白山・いなかフェ」は酒田市の郊外に 2006 年 6 月に元農協支店を改装して 

オープンしました。手作りの味と旬のものを大切にしたスローなカフェです。 

鶴岡からは自動車で行くと、国道 7 号線を北上し、国道 344 号線をしばらく走り、尐しだけ国

道 345 号線を通って、県道 366 号線に入り、「あれ？このまま行ってもいいのかな？」なんて

丌安になったあたりで道路左側に見えてくる JA スタンドの壁に描かれた喫茶マーク！！右側に

は緑色の看板も発見！！ 

 

お店の前が駐車場になって 

います(*^_^*) 

 

「いなかフェ」店内には、フリーマーケットスペースがあり、 

その部分に地域の方からの提供物資を置いてあります。 

震災後、被災地の仮設住宅などにお鍋や生活用品の支援物資を 

送るなどの活動をなさっていました。現在は、山形県内に避難 

した方にも無償で生活雑貨、食器や衣類などを提供して 

います。ちょっびり悲しい過去を持つ黒シバわんこの 

コロナちゃんもお出迎えしてくれます。 

「吠えない・咬まない」がモットーだそうですが、 

本当に静かでおとなしく、いいコでした♪ 

 

外の景色も、店内も、時間がゆっくり流れている 

ようでとってもリラックスできる丌思議な空間でした(*^_^*) 

 

冬季は休業となりますので、秋の景色を楽しみドライブがてら 

ぜひ一度「いなかフェ」でのんびりしてみてくださいね(^_^)/ 

 

 

 

場所：酒田市(旧八幡町)新出坂ノ下 36-6 

定休日火曜日 

毎日 10 時～17 時位まで営業しています。 
※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！ 

 

避難者招待～日本の恐竜の歴史は東北から始まった…～「恐竜大集合！ステゴサウルスとフタバスズキリュウ発掘物語」 
 

 

 

 

「いわき市石炭・化石館ほるる」「国立科学博物館」など７つの団体の 

協力で開催する運びとなりました。特に人気があるステゴサウルス、同じ 

東北地方の福島県いわき市で発見されたフタバスズキリュウをじかにご覧いただけますので是非

ご来場ください。本物の化石に触れることができるコーナーや恐竜クイズも開催中です！！ 

鶴岡市避難者支援だより持参の方には他にも割引特典あり！！ 
例：体験イベント（化石のレプリカ・消しゴム作り）通常 300 円を 100 円で！※要予約 11 時～、14 時～ 

  喫茶ハミングバードにて、山ぶどうソフト通常 300 円を 100 円で！ 

お問い合わせ☎０２３５－５３－３４１１月山あさひ博物村(鶴岡市越中山字名平３－１)※112号線沿い 
 

＊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

コロナちゃん(♀) 

さささ 酒田警察署 

八幡郵便局を過ぎた 

大きな十字路を北へ 

曲がってまもなく橋を 

わたります！ 

きらやか銀行を過ぎた 

「酒田市観音寺」交差

点を東へ 

JA八幡支店の 

ある交差点を

北へ 

mailto:cafe893@gmail.com


【 9・10月の予定 】 避難者交流招待    避難者・支援者交流 庄内のいも煮会 
10 月 14 日(日)午前 10 時半受付・11 時～午後２時（終了予定）     

京田(きょうでん)コミュニティ防災センター(鶴岡市高田字下村 336-1)   

3 月の「追悼と交流の集い」以来の大きな交流会となります！ 

子供からご高齢の方まで、みんなでわいわい楽しみましょう！ 

お申込み・お問い合わせ：0235-23-2970 10/5〆切   

鶴岡市ボランティアセンター   

 

環境・エコ      環境フェアつるおか２０１２ 

9 月 30 日（日）午前 9 時半～午後 4 時 小真木原総合体育館(小真木原 2-1) 
地球温暖化や環境問題を身近に考える環境イベントです。食べ物や飲み物、新鮮な農

産物の販売、軽食コーナーもあります。マイバック・マイ箸・マイボトルを持ってい

きましょう！ご年配の方も、お子さんも楽しみながら自分にできるエコを見つけるこ

とができるはず。入場無料です。フリーマーケット、企業の出展もありますよ～！ 

            ■環境クイズ：リサイクル自転車が当たる環境クイズ！ 

（午前・午後各１回開催） 

            ■かえっこバザール：いらないおもちゃを持ってきて欲しい 

   おもちゃと交換！ 

            ■鶴岡高専びっくりエコ実験室：人口イクラ製造、木炭電池 

        で手作り車走行！他 

 ■体験コーナー：マイバック作り、リサイクル鉢作り、フラワーアレンジ、他 

お問い合わせ： 0235-22-2639 鶴岡市環境課             
 

鶴岡の文化を楽しむ  鶴岡・食の国際映画祭と食のフェスタ 

１０月 6 日(土)～８日(月・祝)午前 10 時～午後 8 時 ※食のフェスタは 6 日 7 日のみ 

まちなかキネマの第 3 シアターで、食に関する 5 つの映画を上映します！ 

 「ペンギン夫婦の作り方」(全国先行特別上映)、「しあわせのかおり」、「モンサント   

の丌自然な食べもの」、「台北カフェ・ストーリー」、「幸せの経済学」 

観賞チケット 1,000 円発売中です！（前売り券は食のフェスタで使える食券 200 円付！） 

チケット 1 枚につき 1 本の映画を観賞いただけます。 

食のフェスタは楽しいシネマ料理ふるまい＆トークショーなどのイベントとテント屋

台での様々な美味しい企画がもりだくさんです！！ぜひぜひ楽しんでくださいね♪ 

鶴岡の名店が作る秋鍋の味比べ（アル・ケッチャーノ、椿、ミョンドン、千葉寿司、 

みなぐち、夕日家、和せんりゅう、他） 

美味しい食テント屋台（精進料理、平田牧場、アル・ケッチャーノ、三原飯店、他） 

他にも夜の部（17:00～）からの出店の琴平荘ラーメンや「ショットバーchic」など

など、約 30 店出店予定です！大人から子供まで楽しめるものばかりですよ～♪ 

※駐車場は①鶴岡ガス正面・向かい ②きらやか銀行 ③山王日枝神社 ④まちキネ第一

駐車場 ⑤まちキネ第二駐車場に係員が誘導・指示しますので、ご協力お願い致します。 

 

放射能関係    肥田舜太郎 医師 鶴岡講演会 
10 月 13 日(土)午後 2 時半～4 時半 出羽庄内国際村(伊勢原町 8-32)   
講演主題「放射能に負けないで、生き抜くんだ！～内部被曝といのちを考える～」 

1917年広島生まれ。９５歳。原爆投下により自身が被爆しながらも、 

直後から内科医として被爆者の救援・治療にあたり、6,000 人を超え 

る患者の治療を続けてきた放射線治療の世界的権威。「原爆ぶらぶら病」 

と呼ばれる症状や低線量・内部被曝の影響に関する研究にも携わりま 

した。1975 年以降、欧米を中心に 30 数か所で被曝の実相を語って 

きた方です。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください！ 

入場参加費 500 円 ※学生・高校生以下は入場無料です。 

お問い合わせ：0235-25-3322  

       大震災・原発問題学習実行委員会（こぴあ 2 階事務所） 

 

支援物資  囲碁盤セット、中古家具ご希望の方はご連絡ください♪ 

市民の方より、中古の囲碁盤と碁石のセット、中古の家具（小学生用の机とイス、6 段

タンス）の提供がありました。ご希望の方にお譲り致しますので、ご連絡下さい。 

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）   

 

避難者交流・趣味 編み物教室 メンバー募集中です！ 
毎週金曜日 午前 9 時～11 時 宝田雇用促進住宅 2 号棟北側 集会所    
冬に向けて、編み物に挑戦してみませんか？ 「かぎ針の持ち方」からの 

超初心者でも、自分のペースで編み方を覚えることができます。会場では 

被災地各地の広報の閲覧もできます。 

お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 志賀・山本まで 

29 土「秋の夜空にこんばんは」19：00-20：00 

金峰少年自然の家 0235-24-2400当日申込可 

30 日(中秋の名月) 
ひろっぴあフリーマーケット全て 500円以下 

午前の部 9:30～11:30、午後の部 13:30～15:30 

乳幼児～小学生まで使用の衣類・おもちゃ・雑貨 

環境フェアつるおか２０１２小真木原総合体育館 

9：30～16：00 入場無料      

10/1 月 

2 火 

3 水 

4 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） 

5 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 

6 土月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 
「パパと一緒に遊ぼう！」10：00～11：30 

にこ♥ふる健康増進ホール 
一歳 6 か月～3 歳未満の未就園児とその父親を 

対象に楽しいふれあい遊びを教えてもらったり、絵

本を読んだりして楽しむ。子ども家庭支援センター

0235-25-2741参加者募集中 

鶴岡・食の国際映画祭（10/6-8）と食のフェスタ

（10/6-7） 10：00-20：00 

メイン会場：まちキネ＆山王通り商店街 

7 日月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 

おもちゃ病院 13：30～16：00 
無料また部品代でおもちゃ修理を依頼できます。 

(中央児童館(苗津町 1-1) 0235-24-4608  
かごをつくろう～籐細工に挑戦 13：30～16：00 

小学 1-6 年生と保護者 20 名（子供だけ参加可）

一人 400円 中央児童館 0235-24-4608 

8 月月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 

9 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。 

10 水食の安全フォーラム in庄内申込〆切日 

0235-66-5664庄内保健所 生活衛生課 

11 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） 

12 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 

13 土肥田舜太郎先生講演会 

14：30～出羽庄内国際村 

南相馬市職員との懇談会 14：00～ 
酒田市総合文化センター(412特別会議室) 

14 日避難者・支援者交流 庄内の芋煮会 
京田コミュニティーセンター（高田字下村 336-1） 

15 月 

16 火 

17 水 

18 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） 

19 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 

食の安全フォーラム in庄内 13：30～16：00 

三川町公民館(三川町大字横山字西田 52-1) 


