
◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.49 2012.10.12発行 

10 月 9 日現在、鶴岡市には 362 人の避難者の方が滞在しておられます(一か月前と比較：9 人減)。内訳は福島県 259 人、宮

城県 99 人、岩手県 4 人となっております。鶴岡市からの移動は、必ずしも元の被災地に戻った方ばかりではなく、新たな土地

での生活を始める方もおられます。戻られる方も、新たな土地に移転される方も、鶴岡市での生活から切り替えて、また一から

生活を築くまで、くれぐれもお体に気をつけて、お元気でお過ごしくださいね。(^_^)/ 

つるおか大産業まつり 2012（小真木原公園：小真木原町 2-1） 

震災復興支援エリア にぜひお立ち寄りください！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射能関係 医師 肥田舜太郎氏 鶴岡講演会 
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～ 

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)   
1917 年広島生まれの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、ぜひ生声をお聞きください！ 

※保育スペースご用意致しました。お子さん連れの方も遠慮なくご来場ください。 

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） 
 

＊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
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10 月 20 日(土)10:00～16:00 10 月 21 日(日)9：30～15:00 

小真木原公園内各所で、つるおかの食と緑と技の祭典・鶴岡大産業まつりが 

開催されます！昨年の福島県(南相馬市)応援コーナーに続き、今年の震災復

興エリアは宮城県応援コーナーです！太平洋側の美味しいものをぜひ味わっ

てくださいね♪ 総合体育館で開催の「やまがたフラワーフェスティバル

2012」は山形県全域を対象とした花の品評会です。ご年配の方からお子さ

んまで、みなさんがたっぷり楽しめます！！ぜひ、ご来場くださいね♪ 

さらに詳しい情報は「広報つるおか 10.1 号」折り込みチラシをご覧くださいね！！ 



【 10・11月の予定 】 

 

食生活・放射線   食の安全フォーラム IN 庄内 

テーマ「食品中の放射性物質について理解を深めよう」 

10月19日(金)13:30～16:00三川町公民館（三川町大字横山字西田 52-1） 
国の放射性物質についての考え方などについて、内閣府食品安全委員より基調講演、

また、山形県の取り組みについて、環境と食品安全の両面から説明を聞くことが出来

ます。最後に会場の消費者を交えて、パネルディスカッションと意見交換を行います。

参加者も事前に質問や意見を申込書に記入することで日頃疑問に思っていることなど

を国と山形県の職員に届けることができます。「鶴岡市避難者支援だより No.47」と

同封の申込書をご利用ください！(紛失した方は 0235-24-0053 志賀・山本まで) 

 

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！ 
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） 

 

庄内の食生活   庄内青果市場まるごと探検隊 

10 月 27 日(土)10:00～ 庄内青果物地方卸売市場(三川町)        
青果市場の役割、取り扱われている野菜や果物の種類、 

どのような地域から入荷するのか？、外国からはどの 

くらい、どのように輸入されているのか、等々、安心 

・安全な庄内の野菜や果物について知ることができま 

す。施設見学、野菜ソムリエによる鮮度の見分け方、 

青果物の試食などもあります♪ 10/5(金)から申込開始、先着 30人 

申込方法：ハガキ・FAX・電子メールのいずれか(電話では受付していません) 

     住所・氏名(参加メンバー全員)・年齢・電話番号を書いて送ってください。 

     ハガキの場合：〒997-1321 東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地 50 

                   庄内青果物地方卸売市場管理事務所あて 

     FAX の場合：0235-66-4140 

     E メールの場合：koiki@inetshonai.or.jp 

※お問い合わせ：0235-66-4141 庄内広域行政組合 
 

 

健康・緊急時   応急手当普通救命救急講習 

11 月 11 日(日)9:30～12:30 鶴岡市消防本部(美咲町 36-1)       
AED(自動体外式除細動器)の使い方を含む心肺蘇生法を 

学ぶことができます。AED は全国で 38 万台以上設置さ 

れている命を救う器械（心臓救命装置）です。初めての 

人でも音声指示に従って操作できるように作られていま 

すが、人が倒れたときなどは、なかなか冷静に動けない 

ものですから、AED の使い方だけでなく 119 番通報・ 

心臓マッサージなども含め、一連の救命救急の流れを 

体験してみてください！ 

参加費：150 円、先着 50 人 申込期間：10/8(月)～11/4(日)  

お申込み・お問い合わせ：0235-22-8331 鶴岡市消防署警備課      
 

就職相談   巡回就職相談会  
10 月 29 日(月)13:00～17:00 「にこ♥ふる」3 階 小会議室  
「しごと探し」全般のご相談を無料でできます。被災地・庄内地方での就職活動にも

役立つ「就職活動の仕方」もあります。福島県内にお戻りになることをお考えの方は

最新求人情報や国・県の就労支援施設の活用方法など、アドバイス。ご家族・お子さ

ん連れでも大丈夫ですので、お気軽にお越しください。※年内最後の相談会になります！ 

※平日ご都合悪い方は 10 月 27 日(土)酒田市会場の相談会にお出かけください。 

お問い合わせや事前予約をなさりたい方は・・・024-925-0811 

      ふくしま就職応援センター 

 

心の健康  こころの健康づくり講演会 
11 月 1 日(木)18:30～ 出羽庄内国際村(伊勢原町 8-32)         
講演主題「ストレスに負けないこころの処方箋～働き盛りのココロを守るために～」 

日本ケア・カウンセリング協会理事：品川博二氏 申込〆切 10/25(木) 

お申込み・お問い合わせ：0235-25-2111（内線 365）健康課      

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) 

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 

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） 

11：00～芋煮、12：00～おもしろマジック、 

13：00～音楽セラピスト大谷哲範氏の音楽とトーク 

15 月 

16 火 

17 水 

18木「にこ♥ふる」軽トレーニングルーム
利用資格講習会 13:30～申込：健康課(にこふる) 

0235-25-2111(内線 370) 
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 アクションパーク米沢受付〆切日 

19 金食の安全フォーラム IN 庄内「食品中の 

放射性物質について理解を深めよう」  

13:30～16:00三川町公民館 

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 

20土つるおか大産業まつり 2012（～10/21） 

21 日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受付 12：00～ 

22 月 

23 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。 

24 水こころの健康づくり講演会〆切日 

25 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） 

26 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 

27 土市立保育園親子で体験 9：30～ 
離乳食完了した満1歳～3歳の未就学児と保護者

先着 8 組 給食の試食も行います。  

申込・会場：10/4～南部保育園 0235-22-0527 

鶴岡お菓子まつり一日目 10：30～17：00 

マリカ市民ホール：即売、菓子職人による実演、お

菓子作り体験、鶴岡菓子のアート展、他 

問合せ：0235-23-220庄内地域産業振興センター 

28 日鶴岡お菓子まつり二日目 10：30～16：30 

29 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)※年内最後！ 

30 火 

31 水 

11/1 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） 

こころの健康づくり講演会 18:30～ 

「ストレスに負けないこころの処方箋 

～働き盛りのココロを守るために～」 

にこ♥ふる１階に設置 

されている AED 
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