
◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.84 2013.6.28発行 

 6月 26日現在、鶴岡市には、岩手県から 3人、宮城県から 81人、福島県から 218人、合計 302人の避難者の方が滞在しておられます。 

 

厳密に言えば、“避難”というよりは「東日本大震災・原発事故で被災した人」というのが正確なのかもしれません。住民票を移した方、ここに 

 

家を持とうとしておられる方もいれば、まだまだ「戻るか・戻らないか」で揺れ動いている方や全く今後を決められないでいる方もおられます。 

 

ここ庄内は緑が萌え、青空が広がる季節を迎えていますから、自然の中でゆっくり自分のペースを考えたり、自分らしさを取り戻す時間を作 

 

っていただけたらなあと願っております。(志) 

女子会リポート 

6月 19日㈬、第三回ひなん女子会が開催されました。今回は“女子力アップのメイクアップレッスン♪”でした。テーブルに並

んだ品々を前に、皆さん緊張と期待の表情でした。講師の先生が、解説やポイントを説明してくださり、そのあと実際に自分の

顔にのせはじめると、いつもの肌や色彩がランクアップし、グングンにぎわってとても盛り上がりました♪“いつも”ではない自分

を体験してみるのも、時には大切♪と感じました(^_-)-☆。そして、なにより、「ガンバルママ」「孫守り」「考える人」…を、ちょっと

脇に置いて、ひととき“素”になって、目いっぱい笑いあっているあの時、ひとりひとりがとっても輝いていました。『やっぱり笑顔

って、いいな』…素直にそうおもいました。 

                                                               

                                                          

    

 

そして同時に、男子は何がワクワクするのかしら・・・と思い、? ? ?。男性の皆さん、“俺は・・・”とか、“ウチの旦那の場合

…”等など、是非おしえてくださいませ♪男性の交流会も企画していきたいと思っていますので、女子方と一緒に男性の皆さん

もアップしましょう(^o^)☆彡 (参加者は岩手・宮城・福島三県から 12 人、30 代～70 代の皆様に楽しんでいただきました。今回

の企画は、資生堂様、粧苑中央様のご協力で開催されました。ありがとうございました。) 

 鶴岡の湧水 

みなさん、すでにご存じでしょうか? 鶴岡には、美味しい水があり、優しい人々がいらっしゃいます。その中の一件を今回 

ご紹介しますね。このたび鶴岡に避難してきている方が、情報提供して下さいました。 

場所は、菅野代
すがのだい

地区の㈱マル道
みち

砂利さんの敷地内にあります。作業所開設当初、集落から離れていたため上水道を引きこ

めず、社員の飲料水は、集落内の民家から譲り受けていたそうです。その後会社が水源確保のため井戸を掘り地下 5mから

ポンプで汲み上げ使用し、地域の方々に開放されているのだそうです(2008.8.29荘内日報掲載より) 

「避難者支援たより」に載せて是非避難者の皆さんと情報共有したいのですが・・・と申し出たところ、快く承諾してくださいま

した♪さらに、“ぜひ、ご活用ください♪”とも。感謝・感謝です。試飲させて頂きましたが、口当たりがやわらかくて、飲んだ感触

もなめらかで澄んだ味わいでした。水質維持のため、常に流水しておくそうです。お天気の良い日、ドライブがてらいかがです

か? 私が訪れた日はちょうど梅雤の晴れ間で、山あいの新緑がとても美しく、様々な“みどり色”が出迎えてくれました♪ (景

色がいいので、よそ見運転注意です!!)  追伸・・・他にも、おいしい水を発見しましたが、また折をみてご紹介しますネ(^_-)-☆ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     

＊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）ホームページ http://www.shk01.jp/ 

内容のお問い合わせは 0235-24-0053 または kyouko-siga@shk01.jp(担当：志賀・清水)wanpag

【道順】 旧鶴岡市内から、345号線を湯田川温泉方面ヘ⇒湯田川温泉へ左折はせず 345号を更に進む 

⇒トンネルを二つくぐると峠を下りはじめて⇒61号線に入る道路標識が見えてきます(下記写真左 2つ) 

⇒３４５号線から61号線に入り、約500mで到着します。      ※ご不明・詳細は相談員(清水)までお問合わせください

♪ 

 



【6・7 月の予定 】 介護短歌 介護百人一首パネル展～介護する・される中で感じた素直な想い～ 

7月2日(火)～15日(月・祭)10:00～17:00NHK鶴岡放送会館(上畑町10-52) 

介護する方・される方が日々の生活の中で感じているつらさ、悲しさ、笑い、そして

優しさを詠んだ「介護短歌」。平成 24 年度は NHK 応募総数 12,394 首の応募があ

りました！その中から選ばれた百首をパネルにした「NHK 介護百人一首」展を鶴岡で

開催します！入場無料。ぜひ、おいでください！ 

作品一部紹介：「手をつなぎ守ってくれたおばあちゃん 次は私に手をつながせて」 

       「災害時ボケてたはずのばあちゃんが 皆に指示出し難をのがれる」 
 

避難者招待 第 2 回つるりんファミリー寄席 立川志らく独演会 
7 月 6 日(土)開場 18:00 開演 18:30 鶴岡市マリカ市民ホール          

 （鶴岡市末広町 3-1 マリカ西館 3 階） 

主催の鶴岡市倫理法人会より避難者の方に無料招待券 

を差し上げます。※未就学児は入場できません。 

（特別協賛：鶴岡中央工業団地管理組合） 

7/4(木)までお申込み下さい。(鶴岡市社会福祉協議会に 

取りに来ていただくか、郵送またはお届け致します！) 

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

 

星を楽しむ 星と音楽のプラネタリウム☆☆おほしさまにねがいごと☆☆ 
7 月 6 日(土)・7 日(日) ①10:00～ ②11:00～ ③13:30～ ④15:00～ 

鶴岡市中央公民館(みどり町22-36)3階プラネタリウム室 
七夕や夏の夜空の星のお話を聞くことができます♪ 

料金：大人(高校生以上)140 円、子ども(3 歳以上)60 円 

各回先着 78 名（各回 20 分前から観覧券発売します）  

問い合わせ：0235-25-1050 鶴岡市中央公民館            

 

無料弁護士相談  原子力損害賠償支援機構による無料相談会 

7 月 20 日(土)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)  

7 月 21 日(日)酒田市総合文化センター4 階(酒田市中央西町 2-59)      

指定区域避難者はもちろんのこと、区域外避難者(自主避難者)の方、すでに集団訴訟

に加わっている方、賠償請求対象期間が終了したと思っている方、賠償金をある程度

受取り済な方、福島県外(宮城県など)の方、みなさんぜひ一度お話をお聞きになって

みてください！！自分のケースについて詳しく聞いてみることができます！ 

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。 

■無料個人相談 10:00～16:00 (12:00～13:00 は休憩)    

無料個別相談は一回 1 時間以内、継続相談も無料。  ※託児もあります。 

無料個別相談・託児は事前予約が必要です。※今回、全体説明会はありません。 

0120-330-540(9 時～5 時・年中無休)原子力損害賠償支援機構（予約ダイヤル） 
 

無料相談    原発事故不動産賠償・電話による無料相談会 

7 月 7 日(日) 10:00～15:00 023-642-5088（当日のみの臨時電話）  
山形県青年司法書士協議会の主催で、原発事故丌動産賠償についての電話による無料

相談会が開催されます。「登記していない建物は賠償してもらえないの？」「相続手続

きがまだだった…」等々、一人一人の個人的な事情について、詳しく相談することが 

できます。東京電力に直接請求する前に、確認の意味でも相談なさってみてください。 

 

健康・福島県 WBC(ホールボディーカウンター)検査が山形県内で受けられます！ 
7 月は米沢市、山形市、8 月には鶴岡市で、車載型の検査装置で検査を無料で受けるこ

とができます。庄内地方に避難していても、山形市・米沢市の検査を申込むこともできま

すので、ご自分の予定を考慮して場所・日時を決めて電話で申し込んでください。 

申込み：080-5743-5867 / 080-5743-5868 福島県県民健康管理課 

受付時間：9:00～17:00 （土・日・祝を除く）※検査希望日の 5日前まで 
※詳しい資料をお持ちでない方、紛失された方は避難者生活支援相談員までご連絡下さい。

0235-24-0053（清水・志賀） 

  

賠償問題 原発事故賠償請求“はじめの一歩、集まっ会”やります! 

7 月 15 日(月・祭)鶴岡市にこ♥ふる３階 （ワクワク料理教室開催後 13:00～） 

「まずは自分って、請求する権利はあるの?」「請求書はどう作れば・書けばいいの?」

「領収書はもう捨ててしまったけど大丈夫?」「説明会は難しそう」「自主避難だけど

何か請求できない?」等々、ざっくばらんに易しく聞ける会を企画します!!7 月 15（月）

料理教室の後に、続けて開催します。お気軽にご参加ください♪鶴岡市の弁護士さん

が分かり易く説明してくれます♪     0235-24-0053（清水・志賀） 

29土よしととひうた紙芝居ライブ 14：00～ 

    にこ♥ふる 3階 健康増進ホール  
福島県民ＷＢＣ検査（米沢市～7/1 まで） 

30日「ハッピーバースデー～命かがやく瞬間」 

     櫛引ハイライト公演 15:00～16:00 

     櫛引公民館ホール 入場無料 

7/1月映画「先祖になる」 
19：00～イオンシネマ三川(無料) 

2火あそびの広場・夏 10：00～11：45朝暘武道館 

NHKつるおかギャラリー「介護百人一首パネル展」 

10：00～17：00NHK鶴岡支局(鶴岡放送会館) 

映画「うたごごろ」 
8：30～イオンシネマ三川(無料) 

3水映画「先祖になる」 
12：30～イオンシネマ三川(無料) 

4木健康無料相談(老人福祉センター) 

13：30～15：30(60歳以上の方対象) 
つるりんファミリー寄席立川志らく独演会〆切日 

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 

福島県民ＷＢＣ検査（米沢市～7/8 まで） 

6土つるりんファミリー寄席立川志らく独演会 

    開場 18：00 開演 18：30 マリカ市民ホール 

星と音楽のプラネタリウム(～7/7)中央公民館 

7日原発事故不動産賠償電話相談 
    (山形県青年司法書士会) 

    10：00～15：00 023-642-5088 

8月 

9火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00 

市役所 6階（大会議室西）＊自由来所型の相談会 

10水 

11木健康無料相談(老人福祉センター) 
中央高校生と料理教室（７/15）申込〆切日 

12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 

福島県民ＷＢＣ検査（山形市～7/15まで） 

13土  

14日  

15月中央高校生とワクワク料理教室 

(にこ♥ふる)10:00～13:00 

原発事故賠償請求“はじめの一歩、集まっ会” 

(にこ♥ふる)13:00～14:00 

NHKつるおかギャラリー「介護百人一首パネル展」 

最終日（NHK鶴岡支局）17：00 まで 

16火 

17水 

18木健康無料相談(老人福祉センター) 
福島県民ＷＢＣ検査（山形市～7/22まで） 

19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 

20土原子力損害賠償支援機構 個別相談会 

     10:00～16:00 鶴岡市にこ♥ふる 

かたぐるま夏まつり（ゆうあいプラザかたぐるま） 

16:30～19：00 

21日原子力損害賠償支援機構 個別相談会 

     10:00～16:00 酒田市総合文化センター 

22月 

23火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00 

24水 

25木健康無料相談(老人福祉センター) 
福島県民ＷＢＣ検査（山形市～7/29まで） 

26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  


