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もうすぐ学校は夏休みですね。もう休みに入っているところもありますか? 鶴岡市では、学校ごとに休みの期間が様々ある
ことをつい先日知りました(^_^;)

先週のお便りと一緒に届いた“やまがた庄内海岸物語”、ご覧になりましたか? そこには、

海水浴場情報＝シャワーやトイレがあるか・救護所や海の家があるか、などが詳しく載っています♪イベントも盛りたくさん
なので、【ぐっすり休んで】【たっぷり遊んで】 夏の陽気をいっぱい吸収してくださいね(^o^)／ (清)

7 月 15 日(月・祝)午前 10 時より、鶴岡市「にこ♥ふる」3 階 栄養指導研修室・調理室にて、県立鶴岡
中央高校生（総合学科 家政科学系列 食物系）6 人と避難者の皆さんで、山形の郷土料理を一緒に作って交流
する企画「ワクワク料理教室」が開催されました。岩手・宮城・福島の避難者からお申込みいただきましたが、
当日体調丌良のためにキャンセルのご家族がいて、最終的には避難者の方は 9 人の参加でした。子どもコーナ

ーに協力してくれた保育科の 4 人の生徒さん、先生たちを含め、総勢 25 人の交流会となり、手作りさつまあ
げ、だし（
「南禅寺」と呼ばれる地元のお豆腐にかけて）
、弁慶飯に加え、バナナのスムージーと子どもたちが
作ったクレープとおなか一杯「山形の味」を楽しむことができました(*^_^*)
保育科のお姉さん達に

弁慶飯は、基本のレシピと、

紙芝居や折り紙、お絵かき

高校生おススメのチーズ入りの

などなど、たくさん遊んで

レシピの二種類を作りました。

もらった後、子どもたちで

味噌オニギリと合わせて、いろ

クレープ包みをがんばりました♪

いろな味を楽しみました。

とても美味しくできました(^_^)

食事の後は、コミュニケーションゲームカードを使って、各テーブルごとに笑顔で盛り上がりました♪ 3 歳から 75 歳までの避難者の方が
鶴岡中央高校生との交流を楽しむことができました。鶴岡中央高校の皆様、お疲れ様でした！ありがとうございました！

6 月 29 日(土)午後 2 時から鶴岡市「にこ♥ふる」3 階健康増進ホールで、
「よしととひ
うたの紙芝居ライブ」が開催されました！島根を拠点に活躍する絵本作家で紙芝居師“よ
しと”さんとシンガーソングライター“ひうた”さんのユニットで、歌って踊れる新感
覚紙芝居です。会場は子どもたちはもちろん大人も一緒に歌って踊って大盛り上がり♪
後半はワークショップで子どもたちも「紙芝居作り」に挑戦です！最後に皆で描いた絵
を集めて、よしとさんとひうたさんに「紙芝居」ライブをしてもらいました！

笑顔の子どもたちを見て、大人も笑顔になれる、そんな時間を過ごしました(*^_^*)
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【7・8 月の予定 】

みんなで楽しむ

かたぐるま納涼夏祭り

個別相談会
10:00～16:00 鶴岡市にこ♥ふる
「今、起きていることに耳を澄まそう！Ｖｏｌ.１」
13：30～15：00「にこ♥ふる」大会議室１
南相馬市の沿岸部で起きた知られていない事実
記録映像とトークによるイベントです。入場無料。
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 ※かき氷プレゼント！
福島県民ＷＢＣ検査（山形市～7/22 まで）

7 月 20 日(土)16:30～19:00 ゆうあいプラザかたぐるま
（ほなみ町 3-2）

21 日原子力損害賠償支援機構

被災地情報 「今、起きていることに耳を澄まそう！Vol.1」
7 月 20 日(土)13:30～15:00 鶴岡市「にこ♥ふる」3 階 大会議室１

20 土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
ブルーベリー摘み取り＆ジャム作り体験
9：45～13：00 たらのき代スキー場 大人 1200 円
小・中学生 500 円(小学生未満無料) 昼食持参

22 月黒川能野外能楽「水焔の能」〆切日
23 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
市役所 4 階ロビー＊自由来所型の相談会
納涼落語を楽しむ会〆切日
親子環境教室(7/29)〆切日

24 水元気もりもり健康教室 13:00～にこ♥ふる
「小出裕章氏講演会 in 南相馬市」DVD 上映会
18：30～にこ♥ふる大会議室

25 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)
福島県民ＷＢＣ検査（山形市～7/29 まで）

避難者交流会で使用した「かたぐるま」で「鶴岡手を
美味しいものいっぱいで～す♪
つなぐ親の会」と「かたぐるま」合同夏祭りを開催
お茶・ジュース・かき氷・トウモロコシ
致します。「親の会って何？」「かたぐるまってどんな フランクフルトなど→100 円
とこ？」と興味をお持ちの方も気兼ねなく足を運んで 焼きそば・焼き鳥・ワンカップ・おにぎ
り・すけろく寿司・枝豆など→200 円
くださいね(^_^)以前同封の緑色のチラシをご持参の方に ビール→400 円
かき氷プレゼント♪ぜひおいでくださいね！

震災のあの時、あれから福島県南相馬市沿岸部で起きたこと…そこには知られていな
い真実があります。一人の映像ディレクターが撮り続けながら見てきたことを映像と
トークで紹介します。今回は復興浜団代表：上野敬幸氏を招き、被災地の 2 年間を生
でお話ししてもらいます。参加費は無料ですが、お申込みが必要です。お電話でお申
込みください。(つながらない時は直接会場にお越し下さい。)
申込み・問合せ：0235-25-6320NPO 法人鶴岡災害ボランティアネットワーク

就職相談 ふくしま就職応援センター相談員に鶴岡市で相談できます！
7 月 23 日(火)11:00～15:00 鶴岡市役所４階ロビー(鶴岡市馬場町９－２５)
ふくしま就職応援センターは、福島に戻ろうとがんばっている方の仕事
探しをお手伝いしています。７月は、第四火曜日の「庄内地方避難者相
談会」に同席して、みなさんに情報提供したり、ご相談に対応致します。
ぜひ、お立ち寄りください。

26 金法律無料相談（山形県弁護士会）

問合せ：024-925-0811 ふくしま就職応援センター 郡山窓口

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
ひろっぴあ夏まつり 13：30～

放射線関係 「小出裕章助教授講演会 in 南相馬市(6/22)」DVD 上映会
7 月 24 日(水)18:30～ 「にこ♥ふる」3 階大会議室 入場無料

27 土ゆら岩がきまつりと漁船パレード乗船会
(岩がきまつり 10：00～14：00、乗船会 14：30～)
鼠ヶ関天然岩ガキフェスティバル 10：00～
加茂レインボービーチ海開き（～8/18 まで）
納涼落語を楽しむ会１５:３０～第６学区コミセン
黒川能野外能楽「水焔の能」櫛引総合運動公園
開場 16：15～、開演１７:００～、終了２１:００予定
産直あさひグー夏まつり(前売チケット 2,000 円)
問合せ：0235-58-1455 産直あさひグー

28 日
29 月親子環境教室 8：40～16：00
市役所第二駐車場集合・解散 雨天決行

30 火
31 水親子で宿坊に泊まろう!(～8/1)19:00～
(18:45 受付)三山大愛教会（神林宿坊）
997-0211 鶴岡市羽黒町手向字手向 93
対象：幼児～小学生の親子（定員親子 10 組）
参加費：親子 1 組（親 1 人・子 1 人）一泊朝食付
3500 円（子１人追加ごとに５００円プラス）
申込み・問合せ：0235-23-2970 村井まで

8/1 木健康無料相談(老人福祉センター)
2 金法律無料相談（山形県弁護士会）

先月 6 月 22 日(土)に福島県南相馬市「夢はっと」で開催された
小出裕章氏（京都原子炉実験所助教授）の講演会の記録 DVD の
上映会を開催します。開催に関わられた國分富夫さんも会場にお
越しになります。小出先生の視点で今の南相馬市の現状はどのよ
うなものなのか？ 戻る・戻らない、それぞれの決定に合わせた
対策はどうすればいいのか？ それぞれの生活を選択する参考にぜひご来場ください。
問合せ：080-6023-7490 主催「フクシマの子どもの未来を守る家」（高橋）

避難者招待 東日本大震災・原発被災者復興支援 納涼落語を楽しむ会
7 月 27 日(土)15:30～ 第六学区コミュニティーセンター(みどり町 22-28)
真夏のひととき、気軽に落語を聞いて、サクソフォンの演奏を楽しみ
ませんか？夏の暑さを吹き飛ばしましょう！〆切は 7/23(火)です。
第一部は柳亭左龍独演会・幕間サクソフォン演奏
第二部は納涼懇親会です。
避難者の皆様はご招待致しますので、第六学区コミュニティーセンタ
ーにお電話でお申込みください。当日受付で確認パーティ券を差し上
げます。一世帯ごとの人数制限はありませんので遠慮なくどうぞ！

お申込み・問合せ：0235-22-5346 第六コミセン
避難者招待 黒川能 野外能楽 第３０回「水焔の能」
７月２７日(土)開場 16:15～ 開演 17:00～鶴岡市櫛引総合運動公園

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00
福島県民ＷＢＣ検査（鶴岡市～8/5 まで）
山形県内での WBC 検査は鶴岡市が最終です。

7/22(月)まで櫛引庁舎産業課に電話(0235-57-2115)で申し込んでください。当日は
支援だより No.85 と同封された紫色の案内文書を受付で提示して入場してください。

3 土温海温泉せせらぎの能
4日
5月
6火
7水
8 木健康無料相談(老人福祉センター)
9 金法律無料相談（山形県弁護士会）

親子で環境学習 親子環境教室～環境と自然を保全するのはわたしたち！
7 月 29 日(月)8:40～16:00 市役所第 2 駐車場(文化会館脇)集合・解散（雨天決行）

編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

10 土
11 日
12 月

市内の環境関連施設などの見学やリニューアル
した月山ビジターセンターでの自然体験ができ
ます！鳥の鳴き声を出せるバードコールを作り
ましょう！バードコールを鳴らしてウサギの森
コースを散策します。対象は小学生とその保護
者 40 人です。参加費は 150 円(保険料等)。
持ち物：昼食飲み物、雨具（雨天時）
〆切は 7/23(火)まで。電話でお申込み下さい。
申込み・問合せ：0235-25-2111(内線 720)
鶴岡市市民部環境課

