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見頃    主な場所

ゆり 6月上旬 　　 ☆ 対象年齢　生後２か月から小学３年生まで

～
　　 ☆ 利用時間　月曜日～金曜日

７月下旬 　　　　　　　　　　 　午前８時半～午後５時半

ダリア 6月中旬      ☆ まずは事前登録

～
　        病児保育室の利用には事前登録が必要です。　　　　　　

7月中旬 　        病状、定員の関係で利用できないこともあります。　

紅花 ７月上旬 　　 ☆ 問い合わせ先

～
　　　・　市役所こども課子育て支援係 0238- 22-5111

７月中旬    　・ 塩井保育園病児保育室「すまいる」　21-1225

あじさい ７月上旬 　　　・ 興道南部保育園病児保育室「りんごのへや」　21-3756

～
  　　　　 米沢市に住民票がなくても利用できます。

７月下旬

ハス ７月下旬

～

８月下旬

Ｖol．22

山形の県花。たった一輪の

開花から始まり、日毎鮮や

かな黄色に染まります。

白鷹町

あじさい寺として有名。約

2,000株のあじさいが見事

です。

米沢市

笹野観音

東日本最大のゆり園。ゆり

に包まれた散歩道をゆった

り歩いてみませんか。

飯豊町

どんでん平

      ゆり園

朝７時から９時半ごろが一

番きれい。花が開くときに

「ポン」と音がするとか。

上杉神社

北口お堀

６５０種１０万本のダリア

は、まちがいなく日本一。

ぜひご家族でどうぞ。

川西町

ダリヤ園

　病児保育とは、仕事や介護のために、病気

のお子さんの自宅での保育が困難になった時に、有

料にてお預かり、保育する事業で、今年より米沢市に

も開設されました。

平成26年6月25日

「病児保育」はじまっています。「病児保育」はじまっています。「病児保育」はじまっています。「病児保育」はじまっています。

明治時代の旅行家、イザベラ・バードが東北地方を旅行した際、山形県の内陸盆地の風景を、「東洋のアルカディア

（理想郷）」と絶賛したという話は聞いたことありますか?

山形県内でブドウが栽培されたのは、江戸時代といいますから、山の斜面を利用したブドウ畑の景色なんかも見たの

でしょうかね～ それとも、青々とした田園風景でしょうか?

みなさんも、お気に入りの景色見つけてみてはいかがでしょうか。夏は、海に山に、出かける機会も多いでしょうから。

おきたまの多種多様な美しい花々をご紹介しま～す。

開催報告!!

さくらんぼ採り名人

李⼭の
トトロを発⾒♪

快晴の中
ハイポーズ

中華ランチ

あま〜い

さくらんぼは



日 月 水 木 金 土

2 3 4 5

きっさ万世 ままカフェサロン たけの子親子無料英 ほくほく祭(展示のみ)

10:00～12:00 10:00～14:00 会話 10:00～10:30 10:00～16:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ あおぞら館 北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

すくすくたけの子親子 田んぼｱｰﾄｻﾐｯﾄ ほたるまつりｲﾍﾞﾝﾄ

ｻｰｸﾙ 10:00～12:00 in米沢 14:00～ 19:00～21:00

あおぞら館
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

小野川温泉街

フリーマーケット フリーマーケット フリーマーケット

10:00～14:00 10:00～14:00 10:00～16:00

ふわっと ふわっと ふわっと

6 7 9 10 11 12

おきたま・ふくしま週末 たけの子畑に行こう きっさ万世 たけの子親子無料英 たけの子自然学校

寺子屋 13:30～16:30 10:00～14:00 10:00～12:00 会話 9:30～10:00 9:30～14:30

林泉寺 あおぞら館 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ あおぞら館 あおぞら館

10円ﾊﾞｻﾞｰ 流しそうめんin ももりん 駅からﾊｲｷﾝｸﾞ

10:00～12:00
きっさ万世10:00～12:00

9:30～15:45

旧羽黒電子工場 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ JR米沢駅～米沢市内

ほたるまつりｲﾍﾞﾝﾄ 山響「親子ふれあい

18:00～21:00 ｺﾝｻｰﾄ」14:00～

小野川温泉街
伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

13 14 16 17 18 19

昆虫館標本教室 たけの子畑に行こう きっさ万世 ままカフェサロン たけの子親子無料英

9:00～13:30 10:00～14:00 10:00～12:00 10:00～11:30

よねざわ昆虫館 あおぞら館 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ あおぞら館

まちの保健室 押し花体験教室 原子力損害賠償個別

10:00～12:00 13:30～15:30 相談会 10:00～16:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

すくすくたけの子親子

ｻｰｸﾙ 10:00～12:00

あおぞら館

20 21　 海の日海の日海の日海の日 23 24 25 26

みさわ昆虫学校「水 きっさ万世 ままカフェサロン たけの子おやつ作り

辺の観察」9:00～12:00 10:00～12:00 10:00～14:00 9:30～10:00

三沢ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ あおぞら館

たけの子読み聞かせ 野の花交流会

13:00～13:30 10:00～12:00

あおぞら館 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

27 28 30 31

MUSIC FESTIVAL 2014 ままｶﾌｪ特別版 きっさ万世 ままカフェサロン

11:00～17:30 11:00～15:30 10:00～12:00 10:00～14:00

松川河川敷 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

Y-1ｸﾞﾙﾒｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ たけの子畑に行こう 東北花火大会

10:30～19:00 10:00～14:00 19:30～21:00

松川河川敷 あおぞら館 松川河川敷

夏休みわくわくﾁｬﾚﾝｼﾞ

10:00～16:00（昼休有）

米沢市児童会館

 ☆上記予定は申込みや参加費等が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。　℡ 0238-２４-７８８１

編集後記✍

29

22

ももりん

10:15～12:00

すこやかｾﾝﾀｰ

15

すこやかｾﾝﾀｰ

8

ももりん

10:15～12:00

1

ももりん

10:15～12:00

すこやかｾﾝﾀｰ

　　先日、米沢での避難生活に終止符を打ち、新たな土地で生活を始めるという方にお会いしました。

　米沢の知人からハスの花の種をもらったので土に埋めておいたら、芽が出たとうれしそうに見せてくれました。

　米沢のハスの花が、新たな土地で根付き、毎年きれいな花を咲かせたらと、想像するだけで素敵ですよね。

　　なかなか明るい希望の兆しの見えない日々ですが、もしかすると身近なところに、ひとつの種のような

　小さな明かりがあるのかもしれませんね。

火

森

7/6

・ほくほく祭

10:00～15:00

北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

・希望に向かって

13:30～浜田広介記念館

7/27・普天間かおりMusic Gift

15:00～ ﾗｲﾌﾞARB

・昆虫学校「夜の昆虫観察」18：30～21：00

三沢ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

7/17 原子力損害賠償相談会

座談10:00～12:00  個別13:00～16:00

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ


