
米沢市社会福祉協議会

　６ 日・１０円バザー（10時～12時） 　４ 月・米沢工業高校吹奏楽部定期演奏会 Vol.1７
　　　　　旧羽黒電子工場 　　　　（14時～）伝国の杜　置賜文化ﾎｰﾙ

　　　　・ドラマチック戎市（10時～15：30） 　６ 水・米沢市市民福祉大会（13：30～）
　　　　粡町通り 　　　　伝国の杜　置賜文化ﾎｰﾙ

　　　　・おきたまの秋に響け!吹奏楽の日ｺﾝｻｰﾄ 　16土・交響組曲「ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄⅣ」導かれし者たち

2013（10時～）伝国の杜　置賜文化ﾎｰﾙ 　　　　（14時～）伝国の杜　置賜文化ﾎｰﾙ
　　　　・米沢市敬師のこころﾗｲﾄｱｯﾌﾟｺﾝｻｰﾄ 　18月・ヨーガ療法（10時～12時）

（17時～19時）米沢市山上羽黒神社境内 　　　　置賜総合文化ｾﾝﾀｰ
　７ 月・ヨーガ療法（10時～12時） 　21木・絵手紙教室（13時～16時）

　　　　　置賜総合文化センター 　　　　置賜総合文化ｾﾝﾀｰ
　12土・米沢ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団定期演奏会 　22金 ・原子力損害賠償支援相談会

（18時～）伝国の杜　置賜文化ﾎｰﾙ （10時～16時）置賜総合文化ｾﾝﾀｰ
　12土～13日・東町せんぐう祭（12日15時～20時、 　　　　 ・お豆腐の笑い　茂山狂言の会

13日 12時～神輿渡御）皇大神宮・南部公園 　　　　（18：30～）伝国の杜　置賜文化ﾎｰﾙ
　17木・押し花教室（13:30～15:30） 　23土　・避難パパ集まれ！男の交流会

　　　　　置賜総合文化センター （18時～）家庭料理居酒屋「よねざわ村」
　18金・野の花交流会～軽食・おやつ作り 　24日 ・人形劇の日（10：30～12:00）

（10時～13時）置賜総合文化センター 　　　　米沢市児童会館
　21月・借金に関する巡回無料相談会~財務事務所

(10時～17時)置賜総合支庁
　　　　・ヨーガ療法（10時～12時）

　　　　　置賜総合文化センター
　23水・お母さんのための座談会＆個別相談会

（座談：10時～、相談：13時～）置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

　26土・原子力損害賠償支援相談会
　　　　　　（10時～16時）置賜総合文化ｾﾝﾀｰ
　　　　・新そば祭り（18時～）

　　　　 松川コミュニティセンター
　31木・東北笑顔を守るマジックショー

(11時～)　置賜総合文化センター

　　毎週開催イベント 　　隔週開催
　　　　　ももりん　　　　　　　　きっさ万世　　　　　　　　ままカフェ  すくすくたけのこ親子ｻｰｸﾙ

火曜日（10：15～12時） 水曜日（10時～12時）　木曜日（10時～14時）  第1,第3水曜日(10時～12時)

　すこやかセンター　　　 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ　　置賜総合文化センタ- 　　　　　あおぞら館

  ☆上記記載せず別紙に記載されているイベントもあります。

  ☆上記予定は申込の必要なものもあります。
 　詳しくは米沢市社会福祉協議会生活支援相談員までお問い合わせ下さい。

10 月 11 月
生活支援相談員

 H25.10月・11月号

　　　こんな事知りたい！こんな事載せてほしい！そんなご意見お待ちしております。

 ※きっさ万世10/23,30はお休みです。 ※ままカフェ10/17午後はお休みです。

今回は秋まつり満載でしたが、やっぱり米沢の秋といえば、芋煮ですかね～。故郷とは
味もお肉も違いますが、おいしいですよね。牛肉入りの米沢芋煮でこれからの冬にそな
えて、体力？をつけて、訪問させていただきます。

暑かった夏も去り、行楽・スポーツ・食欲・読書 … の秋。好きなことに打ち

込める季節となりましたね～。皆さんの秋の予定はどうなっていますか？

さて、８月末にスマイルレディース第５弾で高畠町に出かけて来ました。ぶどう

狩りや美味しいランチをいただいて、楽しい時間を過ごして来ましたよ～!参加で

きなかった方へも、参加者の素敵な笑顔をこっそり見せちゃいます。

笑顔には家族や周りの人々を楽しくさせる効果があるといいます。笑うと顔の

筋肉が収縮し、その情報が脳に届き、今笑っていると脳がだまされた気持ちにな

り、脳内の回路がプラス(良い）方向にまわりだすのだそうです。

つらい時や悲しい時は無理に笑顔を作る必要はないですが、ちょっと口角を上

げて脳をコントロールしてみるのもいいかも?

ご連絡はこちら… 米沢市社会福祉協議会 0238-２４-７８８１ 生活支援相談員まで
岡

編集後記✍

みんなで女子会しませんか？
ｽﾏｲﾙﾚﾃﾞｨｰｽ 第５弾

１１/１(金)

★温泉でほっこりゆっくりしませんか？

飯豊方面に紅葉狩り 9：00～16：00（予定）

１１/８(金)

★この指と～まれ!!(ハンドメイド講座)
クラフトバンド・フラワーアレンジメント

すこやかセンター 10：00～13：00

生活支援相談員

企画ｲﾍﾞﾝﾄ



★めろめろぱんちRound8
日時：11/3(日)11：00～18：30

会場:米沢市遠山アメニティ館（小雨決行）

☆フロアーイベント

・中学・高校生や地元企業の美味しい物、素敵

な物の販売

・天然農法で作っためろぱん米の販売ともち米

によるもちふるまい

・ハンドメイド、ﾐﾆSL乗車、乗馬体験ｺｰﾅｰ

☆ステージイベント

・仙台すずめ踊り、花笠踊り、キッズダンス、中

学生吹奏楽演奏、アズマンジャーショーなど見ど

ころたっぷり

・バンド「メロメ」と置賜のミュージシャン達によ

る音楽ライブとｽﾃｰｼﾞ曲に合わせた映像・踊り・

劇・吹奏楽・書道家などとのコラボレーションも楽

しめます。

※会場付近には駐車場がございません。

詳しくは「めろめろぱんち」HPへ

★米沢ｽﾃｰｼﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ'13
日時：11/3(日)13：30～

☆演劇・ダンス・合唱・邦楽・日本舞踊・フルート・

書道・華道などなど、みずみずしく華やかなス

テージです。

避難者親子合唱団 『HAPPY 愛 LANDS』も

出演します。

会場: 米沢市市民文化会館

問合せ：米沢市芸術文化協会事務局/

℡ 0238-22-7015

米沢の秋は、コミュニティセンター文化祭やお祭り情報が盛りだくさんです。

皆さんも日頃の気分転換に体験したり、のぞいてみたりしてはどうですか？

★西部地区文化祭
日時：11/2(土) 9:00～16：00

☆発表(Ai-girlsも出演) ☆体験ｺｰﾅ- ☆展示

☆屋台村 ☆骨密度測定 ☆青空市

☆ふだん着のお茶会

日時：11/3(日) 9:00～15：00

☆似顔絵 ☆体験ｺｰﾅｰ ☆展示 ☆屋台村

☆ミニバザー ☆おきたま愛の武将隊 etc

会場:西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、西部小学校
問合せ:℡ 0238-22-5758/直江町5丁目9

★第22回愛宕地区文化祭
日時：11/2(土)9:00～20：00

☆展示

日時：11/3(日)10:00～13：30

☆ｱﾄﾗｸｼｮﾝ(Ai-girlsも出演) ☆チャレンジ教室

☆展示 ☆お茶席 ☆模擬店 ☆野菜市

☆フリーマーケット ☆もち振る舞い 等々

会場:愛宕ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-38-2877/古志田76-3

★中部地区文化祭
日時：11/2(土)9:00～16：00

☆発表部門 ☆展示部門 ☆模擬店

日時：11/3(日)9:00～15：00

☆体験会 ☆展示部門 ☆野菜市

会場:中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、興譲小体育館

問合せ:℡ 0238-26-4300/丸の内2丁目1-35

★第34回窪田地区文化のまつり
日時：11/3(日)9:00～15：30(最終入場)

☆作品展示 ☆体験教室 ☆あおぞら市場

☆エアー遊具(恐竜ｷｯｽﾞ ﾄﾘｹﾗﾄﾌﾟｽ) ☆献血

会場:窪田小学校体育館

問合せ:℡ 0238-37-5044/窪田町窪田598-2

同時開催：窪田児童センターまつり

協賛行事：窪田小あすなろ祭り11/1

地区対抗球技大会11/3、10

★三沢秋陽文化祭
日時：11/2(土)9:00～15：00

☆発表 ☆体験・イベント ☆展示ｺｰﾅｰ

☆農産物品評会・農産物販売

日時：11/3(日)9:00～15：00

☆体験 ☆展示 ☆屋台村

☆餅ぶるまい

会場三沢西部小学校

問合せ:℡ 0238-32-2005/簗沢1776-1

★第33回山上ふれあい秋祭り
日時：11/3(日)10：:00～15：00

☆発表 ☆体験ｺｰﾅｰ ☆作品展示

☆出店 ☆お茶席 ☆もち振る舞い

会場:山上ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-35-2110/関根480

★第37回広幡地区文化祭 日時：10/27(日)9：00～15：00   

☆展示 ☆縁台将棋、輪投げ ☆バザー ☆各種ｽﾃｰｼﾞ ☆試食ふるまいもたくさんあるよ!

会場:広幡ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、広幡小体育館 問合せ:℡ 0238-37-5276/広幡町上小菅1394-7

福島河川国道事務所（24時間対応） TEL : 024-546-4331
栗子国道維持出張所（24時間対応） TEL : 0238-34-2221

◎時間帯によっては、大規模な渋滞も！

※迂回路もありますが、詳しくは…

★甲子大黒天本山越年例大祭
日時：11/19(火)10時、12時 *山伏特別祈祷

特別祈祷により、家族みんなが大黒さまのような
笑顔で毎日を過ごすことができるといわれていま
す。

このほか、福くじで「七福神色紙」が当たったり、
ご祈祷申し込みの方に有名な福餅の献膳もありま
す。
会場: 小野川温泉
問合せ：甲子大黒天本山/℡ 0238-32-2929

国道１３号 東栗子・西栗子トンネル

＜２４時間 片側交互通行規制＞

＊工事期間 （天井板の撤去・ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ設置工事）

平成２５年１０月１５日（火）～１２月２０日（金）（予定）

※土日、祝・祭日も含みます

米沢⇔福島間 東栗子・西栗子トンネルの通常通過走行時間（約２０分）より、

時間帯によっては約２５分～５０分くらい多くかかることが予想されます。

時間の余裕を持っての通勤、ドライブをお願いいたします。

中学生以下は入場無料。避難者招待券あります。

招待券問合せ：米沢市社会福祉協議会 岡まで



★万世秋の木楽里祭
日時：10/24(木)～30(水)9:00～16：00

☆展示

日時：10/27(日)9:00～16：00

☆発表 ☆体験 ☆販売

☆フリーマーケット

☆玉こん、わたあめ振る舞い

会場:万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-28-5381/八幡原5丁目4149-9

★松川地区文化祭

～特別展示～ 南極展
日時：10/12(土)10：00～20：00

☆展示ｺｰﾅｰ

日時：10/13(日)10:00～16：00

☆展示ｺｰﾅｰ ☆ステージ発表 ☆体験ｺｰﾅｰ

☆出店ｺｰﾅｰ ☆テント物産市

会場:松川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-26-8580/通町6丁目14-25

★第10回東部文化祭
日時：10/20(日)9:00～15：30

☆ステージ発表の部

日時：10/25(金)～27(日)9:00～18：00(27日は12時迄)

☆展示の部

日時：10/27(日)10:00～12：00

☆体験コーナー ☆おやつふるまい

☆YOZAN戦士アズマンジャー

会場:東部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-37-8025/花沢町1丁目2-38-6

★第39回南原地区文化祭
日時：10/20(日)9:00～13：30

☆南原音楽祭

日時：10/26(土)13:00～18：00

☆展示 ☆体験ｺｰﾅｰ

日時：10/27(日)9:00～14：00

☆展示 ☆体験ｺｰﾅｰ ☆模擬店

☆ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ

会場:南原ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-38-2301/南原猪苗代町2910-2

★第37回六郷地区文化祭
日時：10/26(土)9:00～16：00

☆体験ｺｰﾅｰ ☆作品展示

日時：10/27(日)9:00～15：00

☆体験ｺｰﾅｰ ☆作品展示 ☆野菜販売

☆ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ ☆もち振る舞い（要整理券）

☆催し物 etc

会場:六郷小学校体育館

問合せ:℡ 0238-37-5278/六郷町一漆68-2

★塩井地区文化祭2013
日時：10/27(日)9:00～14：30

☆作品展示 ☆ステージ発表(Ai-girlsも出演)

☆体験ｺｰﾅｰ ☆バザー ☆出店ｺｰﾅｰ

☆野菜販売 ☆もち振る舞い12：00～

会場:塩井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-22-5380

/塩井町塩野2068-1

★田沢地区文化祭「木魂祭」 日時：10/27(日)9：00～15：00      

☆作品展示 ☆発表 ☆体験ｺｰﾅｰ ☆模擬店

会場:田沢コミｭニティセンター 問合せ:℡ 0238-31-2111/口田沢2375-1

★ふれあいポプラ祭
日時：10/26(土)9:00～16：00

☆体験ｺｰﾅｰ ☆展示ｺｰﾅｰ

日時：10/27(日)9:00～15：00

☆体験 ☆展示 ☆模擬店 ☆野菜販売

☆ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ ☆もち振る舞い（要整理券）

会場:南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

問合せ:℡ 0238-24-2011/本町2丁目4-28

★第41回上郷地区大文化祭
日時：10/27(日)9:00～14：30

☆展示ｺｰﾅｰ ☆ステージ発表 ☆体験ｺｰﾅｰ

☆野菜販売 ☆模擬店 ☆餅ぶるまい

会場:上郷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、坂町公民館

問合せ:℡ 0238-28-3401/大字川井3869

協賛事業：大字対抗駅伝・ボウリング大会

グランドゴルフ大会・クリーン作戦

★米沢生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

遊学よねざわ2013
日時：10/12(土)・13（日）9：30～17：00

（最終日は16：00まで）

会場:米沢市市営体育館及び駐車場

☆オープニングセレモニー（12日9：30～）

米沢中央幼稚園＆九里学園高校ﾀﾞﾝｽ部ｱﾄﾗｸｼｮﾝ

☆ステージ発表

☆展示ギャラリー

☆マナビィテント村

なみえ焼きそば販売や

避難者支援ｾﾝﾀｰ「おいで」ブースもあるよ！

☆働く車たち 展示、体験

☆エアートランポリン“ふわふわ”

☆体験コーナー・スタンプラリー

☆ダンボールの家

☆エンディングセレモニー（13日15：30～）

YOZAN戦士アズマンジャーショー

問合せ:米沢市生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

℡ 0238-21-6111（内線6007）

★米沢市学童まつり
日時：10/6(日)9：45～15：00

会場:米沢市市営体育館

☆オープニングイベント

YOZAN戦士アズマンジャー 9チャン体操

☆遊びコーナー、出店

☆楽しいことや美味しい物、盛りだくさん

☆働く車大集合

☆綱引大会もあるよ (^_^)/

問合せ:森の子園学童ｸﾗﾌﾞ℡ 0238-28-3739

★第19回米沢市産業まつり
日時：10/19（土）・20(日） 10：00～16：00

（20日は15：00まで）

☆大テント村

米沢市内外の美味しいもの大集合

・米沢牛得販売（20日のみ）

・大抽選会

☆はたらく車大集合！

☆有機EL照明展示

☆体験ゾーン

セグウェイや“ふわふわ”もあるよ

☆ステージイベント

・「それゆけ!アンパンマン」ショー（19日のみ）

・「YOZAN戦士アズマンジャー」ショー、「山形おき

たま愛の武将隊」の演武、ご当地アイドル「Ai-

Girls」ｽﾃｰｼﾞ

・「まーちゃんうーぽー」ライブ（20日13時～）

(東日本大震災の子供達を支援するため、

全国各地で活動されております)

☆りんごタワー（ﾌｨﾅｰﾚの時にりんごを配布します）

問合せ:米沢市商工観光課/℡ 0238-22-5111

★食の桃源郷 秋のおきたま大収穫祭
日時：10/12(土)10：00～15：00

会場米沢市:松川河川敷（雨天決行）

☆米沢牛コーナー（前売ﾁｹｯﾄ制）

☆3市5町のうまいもの直売・飲食コーナー

『YOZAN戦士ｱｽﾞﾏﾝｼﾞｬｰｼｮｰ』『山形おきたま愛

の武将隊の演武』『ご当地アイドル「Ai-Girls」ｽ

ﾃｰｼﾞ』等イベントも盛りだくさん! つや姫 新米ご

はんの無料振る舞い(数量限定）もあります。

問合せ:おきたま食の応援団/℡ 0238-26-6051

★第30回児童会館祭
日時：10/20(日)9：30～

会場:米沢市児童会館

☆オープニングセレモニー

☆ボールプールフアフアランド

☆作品展示 ☆模擬店

☆合唱クラブ発表

☆『ごっちくん』ショー マジックをメインに楽しい

ことまちがいなし! ぜひお楽しみ下さい。

問合せ:℡ 0238-23-0161/丸の内1丁目3-47

★第26回米澤米まつり 日時：10/19(土) 10：00～15：00 会場：アクティ米沢

☆農産物販売ﾃﾝﾄ市 試食もあるよ ☆作品展示 ☆ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ抽選会で豪華景品獲得のチャンス?!

☆お米やもちぶるまいは要ﾁｪｯｸ 同時開催：ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙやまがた2013 は10/19(土) ・20（日）

★響け響け 豊饒の大地に 太鼓まつり
日時：10/27(日)12：45～

六郷の豊饒太鼓、山上の敬師太鼓をはじめ、

高畠町の団体や小学・中学・高校生、大人たち

九団体の響演(演奏）です。

心に響く和太鼓の演奏ををぜひ体感して下さい。

会場:六郷小学校体育館

問合せ:℡ 0238-37-5278/六郷町一漆68-2


