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秋も深まり鶴岡公園の紅葉も美しく見ごろになりましたね。避難者の皆様も鶴岡の秋の景色や味覚を

楽しまれたでしょうか？秋の深まりと共に寒さも増してきましたよね。昨年も鶴岡市に滞在なさった方なら

覚えておられるかもしれませんが、そろそろ冬のお支度が始まります。まずは冬タイヤ交換の時期の検討

です。月山を越えるお父さんの車のタイヤは早めに交換なさってくださいね(^_^)/ 

 

福島県からの避難者の借り上げ住宅支援が変わります！ 

※ここでは鶴岡市に避難している方・避難を希望している方を対象に説明を進めます。 

 

鶴岡市の借上げ住宅の新規受付が来月 12/28(金)で終了します！ 

 鶴岡市にこれから避難を予定している方、現在鶴岡市のご親族・知人の家にお世話になっている方が、借上げ住宅

の申し込みを考えている場合、来月 12/28(金)までに申請書を提出する必要があるということです。 

新規受付が終了するのは、民間賃貸住宅（アパート、一戸建ての借家など不動産屋さんを通して借りる物件）、自治

体の公営住宅、UR 賃貸住宅、雇用促進住宅、国家公務員宿舎など、震災後に入居者の家賃負担のない形で居住できる

よう手配された住まい全般です。 

 鶴岡市で新規申し込みを考えている方は、なるべく早く鶴岡市役所建築課にご相談なさってください。 

 鶴岡市役所 建築課 ０２３５－２５－２１１１（鶴岡市馬場町 9-25） 

※ちなみに福島県外借上げ住宅の“新規受付を現在実施しており来月終了する”のは、 

東北地方の山形県含め岩手県・秋田県、その他２０県です。 

※現在、鶴岡市に避難している方で原発事故の指定区域内からの避難者の方が、福島  

県内に帰還する場合の応急仮設住宅(借上げ住宅含む)の申込みはこれまでと同じで 

変更なく、12/28過ぎても当面の間、申し込むことが可能です。 

 

県内借上げ住宅を現時点で鶴岡市にいる子供・妊婦のいる区域外避難(自主避難)世帯も申請可能になりました！ 

 鶴岡市に避難していた子供・妊婦のいる区域外避難者の世帯が福島県内の放射線量の低い地域（避難元市町村を除く）

へ帰還を考えている場合は、福島県内で借上げ住宅を申し込むことができます。 

(12/28 過ぎても当面の間できることになりました) 

お問い合わせ先：福島県生活環境部 避難者支援課 024-523-4157 

※福島県内に居住している子供・妊婦のいる世帯が、平成 24 年 11月 1 日時点ですでに家賃自己負担

で福島県内の放射線量が低い地域へ避難している場合も住宅支援を受けられるようになります。今月

11/15(木)～12/28(金)の受付期間の間に申し込みをなさってください。この場合の受付窓口は避難元(避難する前

の居住地)の市町村になります。(市町村を越えて避難をした場合は放射線量の高い地域から低い地域への転居に限り

ます) 11/2 以降に福島県内の避難移転を検討なさっている方は対象外です。 

※「子供・妊婦のいる世帯」とは、震災発災当時平成 23 年 3 月 11 日時点で 18 歳以下の子供がいた世帯と平成 24

年 11 月 1 日時点で妊娠中の女性の方がいる世帯のことです。 

 

日本赤十字社による生活家電セット寄贈事業が終了します！ 

 日本赤十字社による生活家電セット寄贈事業は、平成 24 年 12 月末までに各市町村の窓口において受け付けた申

請分をもって終了します。なお、要望数が寄贈予定数を超える場合には終了時期が早まることがあります。 

   お問い合わせ先：日本赤十字差コールセンター０１２０－６０－０１２２ 

                    福島県 災害対策本部 総括班０２４－５２１－５６５５ 

                     各市町村 日赤家電セット寄贈事業担当課 
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【 11月の予定 】 避難者交流      in  

11月 23日(金・祝)にこ♥ふる（鶴岡市総合保健福祉センター：泉町 5-30）9時半出発 

※詳細は同封の案内チラシをご覧ください！ぜひ、ご参加ください！〆切 11/13(火)  

 

避難者交流  庄内の食文化体験・羽黒の郷土料理教室 
11月 27日(火）9:15～にこ♥ふる（鶴岡市総合保健福祉センター：泉町 5-30）調理室 

※詳細は同封の案内チラシをご覧ください！ぜひ、ご参加ください！〆切 11/16(金) 

 

相談 女性のなんでも無料相談所 (鶴岡人権擁護委員協議会) 
11 月 13 日(火)9:00～16:00 (最終受付 15:30 まで)                          
場     所：山形地方法務局 鶴岡支局 (鶴岡市大塚町 17-27合同庁舎) 

相談できる内容：夫婦のいざこざ、夫やパートナーからの暴力、家族問題、 

相続問題、子供の問題、職場における男女差別、 

プライバシー侵害、セクハラ、相隣間のもめごと、 

震災に伴う人権問題、その他なんでも 

ひとりで悩まず、まずはおいでください！秘密厳守・どうぞお気軽にご相談ください！ 

主催・お問い合わせは 0235-22-1003 鶴岡人権擁護委員協議会                  
 

 

避難者招待   秋の味覚フェア（酒田市天真学園高等学校）  
11月16日(金)12:00～13:30 天真学園高等学校（酒田市浜田 1-3-47） 
避難者の皆様へ食育調理科生徒が心をこめて作りますので、ぜひお申込みください！ 

 12:00～13:30（体育館脇テント）お申込み不要の販売コーナー♪喫食コーナー有 

       ・まつたけごはん ・鶏となめこのおろしうどん ・鮭の南蛮漬け  

・シュウマイ ・ハンバーグきのこソース いくらの柚子醤油漬け  

・スイートポテト 

 12:30～13:30（図書館棟 1階・講堂）昼食 ※お電話でお申込みください。無料。 

       ・鶏とさつまいもの炊き込みご飯 ・サバのみそ煮 ・根菜汁 

       ・ほうれん草のきのこあん ・庄内柿のサラダ ・洋なしのムース 

昼食お申込みの〆切は 11/13(火) 土日祝除く毎日9:00～16:00にお電話ください。 

お申込み・お問い合わせ：0234-24-2900 天真学園高等学校事務室    

  

転入者講座   転入者のための子育て案内講座 

11 月 22 日(木)10:00～総合保健福祉センター（にこ♥ふる）泉町 5-30  
「鶴岡ってどんなまちなの？」「どんな子育て支援策があるの？」そんな疑問に答える 

子育て情報を紹介する講座です。託児もありますので、ぜひご参加くださいね。 

対象は未就学児がいる転入家庭の親子１０組 

（住民票を移していない避難者世帯も可） 

〆切１１月２０日(火)までお電話でお申込みください。 

お申込み・お問い合わせ：0235-25-2741 鶴岡市子ども家庭支援センター    

 

 

放射線関係・学習会  肥田舜太郎先生 DVD 上映会 
先月開催された肥田舜太郎先生の講演会の記録 DVDの上映会を開催します！「仕事

で行けなかった」「もう一度聞きたい」等の声に応え、実行委員会の皆さんが尽力して

くださり、会場と時間帯を変えて 2回にわたり上映会を企画しています。先生ご自身

「こちらに来るのは最後だと思う」と言われたことから特別に録画許可になった映像

ですから、聞けなかった方はぜひおいでください！とのことですよ(^_^)/ 

 上映予定日 ①11月 17日(土)午後 6時半～ 「にこ♥ふる」(泉町 5-30) 

     ※3階 大会議室 

       ②11月 25日(日)午後 1時半～ 鶴岡市勤労者会館（泉町 8-57） 

                       ※1階  

託児希望の方は事前に連絡ください。平日夜の上映会も検討しておりますので、ご希

望の方はお問い合わせください。参加費は一人 300 円（学生・高校生以下は無料）。 

託児のお申込み・上映会のお問い合わせ先： 

080-6023-7490 「フクシマの子どもの未来を守る家」事務局まで 

 
 

避難者無料招待    わらび座ミュージカル おもひでぽろぽろ 

11月27日(火)昼の部 開演14:00 夜の部 開演18:30 （共に開場30分前） 

会場：鶴岡市文化会館(馬場町 11-60）                 
スタジオジブリの人気アニメの舞台化作品。自然との共生や人と人とのきずなを取り

戻そうとする姿を描いた物語です。専用用紙で FAXでお申込みになるか、お電話で

お申込みください。(お申込みの際に、託児所の利用についてもご連絡ください) 

お申込み・お問い合わせ：0235-22-5111 共立社鶴岡生協組織部     

 

雪対策 ※今年もスコップレンタル予定しております。鶴岡市ボランティアセンター 

10 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   
11 日応急手当普通救命救急講習 

   9:30～12:30 鶴岡市消防本部 

ひろっぴあまつり 9：30～ 

12 月 

13 火 in ・〆切日 

申し込み：0235-24-0053 
秋の味覚フェア（酒田市天真学園高校）〆切日 

0234-24-2900(朝 9時～午後 4時の間に☎） 

庄内地方避難者相談会 11：00～15：00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。 

女性のなんでも無料相談所 9:00～16:00 

法務局鶴岡支局(合同庁舎） 

大人映画会１３:３０～中央公民館(開場 30分前) 

「ベアテの贈りもの」日本国憲法の草案作成に関わった実

在の人物の長編ドキュメンタリー映画(92 分) 入場無料 

14 水 

15 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） 
わらび座ミュージカル「おもひでぽろぽろ」 

避難者無料招待申込〆切日 

16 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 

庄内の食文化体験・料理教室〆切日 

17 土新蕎麦を楽しむ会(創造の森交流館) 

9：30～14：00参加費５００円エプロン持参 

申込：0235-62-2655創造の森交流館 
肥田舜太郎先生 DVD上映会 18：30～ 

    にこ♥ふる 3階大会議室(泉町 5-30) 

18 日  

19 月 

20 火転入者のための子育て案内講座〆切日 

21 水 

22 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） 

転入者のための子育て案内講座１０:００～ 

23 金 ※編み物教室はお休みです！ 
ひなんオヤジの集い in 鶴岡一杯やりながら

男同士本音で語り合うのはどうですか？(送迎バス

で温海で海を眺め、温泉・お食事でリラックス♪) 

24 土映画「石巻市立湊小学校避難所」（～３０） 

まちなかキネマ 0235-35-1228 

25日肥田舜太郎先生 DVD上映会 13：30～ 

    勤労者会館(泉町 8-57) 

26 月 

27 火庄内の食文化体験・羽黒の郷土料理教

室 9:15～12:30にこ♥ふる 2 階 調理室 

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。福島県以外の避難者の方もどうぞ！ 

わらび座ミュージカル「おもひでぽろぽろ」 
昼の部 開演14:00 夜の部 開演18:30 （共に開場30分前） 

28 水 

29 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） 

30 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 


