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 いよいよ今日から 3月です。雪解けの春まで、もう少しですね～。このまま暖かくなってくれれば…と思いますが、雪が解ける 

のはもう少し先のお楽しみ。雪景色の中、鶴岡市内の様々なお雛めぐりをして、鶴岡独特の雛菓子を食べて、庄内の文化体験 

で春を待つのはいかがでしょうか？「2年目のキャンドルナイト」と連携している「追悼と交流の集い」にもぜひご参加ください！ 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

＊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) 

2年目の candlenight～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ～2013.3.11 

2012 年から始まった candlenight～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ～『過去に黙祷し、今を想い、未来を創造する』想いの共有の 

ひととき。昨年は「追悼と交流の集い in 鶴岡」会場でもキャンドルに点灯し、焔のゆらめきにそれぞれ想いを 

馳せました。今年はキャンドル作りから参加してみてはいかがですか？(配布用キャンドル作り手伝いも大募集中です！) 

「菊地ろうそく店 in エスモール」会場:鶴岡市エスモールイベントスペース（2 階奥マックハウスとナムコランドの間） 

 3/3(日)10:00～15:00  ※イオンモール三川でも開催予定です。 

参加費無料 親子・来店者用カラフルキャンドル作り体験 

「キャンドルづくり」会場:山形大学農学部体育館および周辺 

  3/10(日)10:00～15:00 参加費無料 ＊カラフルキャンドル作成体験と牛乳パック燈籠作り 

      ※15:30～16:15 「追悼と交流の集い」かたぐるま会場でも開催予定です。 

3/11(月)10:00～19:30 (14:46 黙祷 19:00 キャンドル点灯開始 20:00 消灯予定) 

問合せ：090-3779-5131「2 年目のキャンドルナイト実行委員会」(菊池) 

    ※「追悼と交流の集い」かたぐるま会場については 0235-24-0053(志賀)までお問い合わせください。 

 

       

 

       

「東日本大震災 追悼と交流の集い 鶴岡 2013」 

東日本大震災発生から二年を迎えるにあたり、犠牲となられた方々に対して哀悼の意を表するとともに、現在も故郷を 

離れて鶴岡での生活を続ける皆様と、被災地・避難者支援に関わってこられた市民の皆さんの交流の場になればと思い 

ます。母子避難に限らず、家族で鶴岡に溶け込もうとがんばっている皆さんも、ぜひご参加ください。 

(前回同封のご案内チラシもご参照ください） 

日 時 

会 場 

内 容 

平成 25 年 3 月 10 日(日) 午後 2 時 30 分～午後 4 時 30 分 ※受付開始 午後 2 時～ 

鶴岡市ゆうあいプラザかたぐるま（ほなみ町 3-2）※満車の時は朝暘第二小学校駐車場をご利用ください。 

第一部：式典 追悼キャンドル点灯  第二部：交流会(キャンドル作り、ミニピアノコンサートなど) 

避難者・市民どなたでも参加できます。3/5(火)までお申込み下さい。送迎・託児の希望もお伝えください。 

☎0235-24-0053 志賀・菊地（鶴岡市社会福祉協議会・地域福祉課） 

庄内ひな街道～鶴岡雛物語～ 
鶴岡に春の訪れを告げる「鶴岡雛物語」が今日 3/1 から始まりました！ 

鶴岡では、3 月 3 日だけでなく、旧暦で雛飾りをする地域もあることから 

4 月まで雛人形が飾られています。前回同封された 

「鶴岡雛物語」のパンフレットを片手に、今回同封 

の割引券も忘れずにお持ちになり、江戸時代から昭 

和にかけての歴史ある雛人形たちに会いに行ってみ 

るのはいかがでしょうか？雛菓子作りなど体験企画 

もぜひ挑戦してみてくださいね♪ 

今回同封される雛めぐり共通割引券は 

何度も使えるので、あちこち見てまわって 

楽しんでくださいね～(^_^)/ 

荘内神社宝物殿のお雛様 
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【 3月の予定 】 

 

お知らせ 指定区域内避難者の方の医療費免除継続のお知らせ 
現在、医療機関等での窓口負担の免除を受けている、東京電力福島第一原発事敀に伴

う区域指定を受けている被災者は、免除される期間が延長されます。 

対象被災者は次の通りです。 

⇒警戒区域（避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域）、計画的避難区域、 

 緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の発災当時の居住者 

  ※解除・再編された地域も含みます。震災後、他市町村へ転出した方も対象です。 

延長された期限：平成 26 年 2 月 28 日まで 

窓口負担の免除を受けるための手続き：有効期限が切れていない免除証明書を窓口で 

提示してください。 

  ※有効期限が更新された免除証明書は、ご加入の医療保険から送付されます。 

   届いていない方はご加入の医療保険にお問い合わせください。 

内容への問合せ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員（志賀）まで   
                    

避難者招待  第 13 回 鶴岡太鼓フェスティバル 

3 月 3 日(日)開場 13:00 開演 13:30～(終演予定 16:00)鶴岡市文化会館  
今年も昨年に引き続き、復興支援公演として「第 13 回鶴岡太鼓フェスティバル」が 

開催されます。今年は特別ゲストとして「岩手県大船渡東高校太鼓部」の皆様が若さ 

あふれる演奏を披露してくださる予定です。入場の際、「鶴岡市避難者支援だより No.65」

と同封になった案内チラシを受付に提示してください。同行される方も入場できます！ 

問合せ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員(志賀)まで        

 

転入者講座   転入者のための子育て案内講座 

3 月 7 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 3 月 5 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   

 

パソコン       初級パソコン講座 

3 月 12 日(火)～15 日(金)9:30～12:00（全 4 回）中央公民館(みどり町 22-36) 

社会人の方で「パソコンの基本操作はできるけどソフト（ワードやエクセル）の使い 

方を習いたい」と言う方先着 10 人募集です。参加費 4,000 円、テキスト代別途必要

です。申し込みはお電話で、〆切日は 3/5(火)までとなっています。 

申込み・問合せ：0235-25-1050 中央公民館              

 

放射線学習会       放射線講演会 
3 月 13 日(水)10:00～12:00 三川会場：庄内総合支庁 第一・第二講堂   
昨年秋の山形県避難者アンケートで、庄内地方の避難者の方から「放射線の学習会を 

開催してほしい」という要望がありましたが、山形県では、避難者・山形県民問わず 

放射線に関する講演会を開催します。放射線とは何か？数値と人体への影響について、 

専門家からご説明いただき、気になることを直接質問するコーナーもありますので、

ぜひご参加ください。託児サービス(満 1 歳～未就学児)ご利用の方は 2/27(水)まで、

（託児サービスを利用されない方は 3/6(水)まで）「鶴岡市避難者支援だより No.66」と同封

の参加申し込み用紙を郵送・FAX 送信されるか、電話・電子メールでお申込み下さい。 

お申込み・お問い合わせ：023-630-3100 山形県復興支援室(神田・三宅) 

 郵送先：〒990-8570 山形市松波 2-8-1 復興支援室あて              

 FAX ：023-625-1625  E メール：lifeline4@pref.yamagata.jp  

 

無料相談    原子力損害賠償支援機構による無料相談会 
4 月 6 日(土)酒田市総合文化センター4 階(酒田市中央西町 2-59)        

4 月 7 日(日)鶴岡市総合保健福祉センター(にこ♥ふる)3 階(鶴岡市泉町 5-30)   

「原子力損害賠償支援機構」とは、大規模な原子力事業者の損害賠償のために必要

な資金を交付する機関です。東日本大震災が起きた平成 23 年の 9 月に、政府と原

子力事業者(電力会社)など民間 12 社が官民折半出資で設立しました。損害賠償を円

滑に進めるために、被害者からの相談に応じ、適切に情報提供やアドバイスをする業

務も担っています。4 月 6～7 日にかけて、庄内地方でも無料相談会を開催します。

酒田市会場・鶴岡会場、共に以下のスケジュールとなっています。 

 ■全体説明 10:00～11:30 ■無料個人相談 11:30～16:00 

無料個別相談は一回 1 時間以内、継続相談も無料。託児もご用意しています。 

無料個別相談・託児は事前予約が必要です。0120-330-540(9 時～5 時)    

2土あつみ温泉駅リニューアルセレモニー11:30～ 
あつみ温泉摩耶山新酒まつり 15：00～18：00   

3日おもちゃ病院 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 

菊地ろうそく店 in エスモール 10:00～15:00 

（エスモール 2 階奥イベントスペース） 

第 13 回 鶴岡太鼓フェスティバル 
13：00 開場 13:30 開演鶴岡市文化会館 

小林美恵ヴァイオリンコンサート東田川文化記念館    

4月市民農園申込開始日 

5火「3.11追悼と交流の集い」 申込〆切 

転入者のための子育て案内講座申込〆切 

初級パソコン講座申込〆切 

6水放射線講演会申込〆切日 

7木転入者のための子育て案内講座 

10:00～にこ♥ふる 2 階 

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） 

8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 

9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 

10日 「3.11追悼と交流の集い」 14:30～ 

11月 2年目の candlenight～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ～ 

19:00～市内一斉点灯 

12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 

初級パソコン講座①9：30～12：00 

13水放射線講演会 10:00～12:00庄内総合支庁 

初級パソコン講座②9：30～12：00 

市民農園申込〆切日 

14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） 

初級パソコン講座③9：30～12：00 

15金法律無料相談（山形県弁護士会） 
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

初級パソコン講座④9：30～12：00 

まんまルーム 3 月の講座「手軽にできる親子のふ

れあい遊び」10:30～11:00 

16土創造の森交流館「白い雪原をスキーで 

ハイキング」10:00～14:30  

17日  

18月 

19火 

20水 

21木健康無料相談(老人福祉センター) 
プラネタリウム春の一般公開「それいけ！アンパ

ンマン～星の色と空の色」中央公民館 

22金法律無料相談（山形県弁護士会） 
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

23土  

24日  

25月 

26火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00 

27水 

28木健康無料相談(老人福祉センター) 

29金法律無料相談（山形県弁護士会） 
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

30土  


