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　よねざわ味のABCのAはApple、舘山りんごのAです。実は

このりんご、米沢牛を全国に知らしめたチャールズ・ダラスが、

明治８年に植え付けたのが始まりと言われています。山側に

 位置し、寒暖の差が大きいという条件に適した舘山地区で広

く栽培されるようになりました。

 　置賜地方独特のものとして「りんご漬け」があります。色付

きが良くなくて出荷できないものを塩漬けにするものです。 

食べ物を、大切に美味しく加工しようとする昔の人々の知恵

と精神が残っているのですね。

 ところで、味のABCにDがあること、

知ってましたか？

それはまたの機会にご紹介という

 ことで、お楽しみに。

　（キミは米沢をどれだけ知っているか？）

　クイズ形式にしてみました。皆さん是非、挑戦してみて下さい。

　〈Ｑ１〉米沢市の面積は、山形県内の市町村の中で何番目の大

きさでしようか？

　①1番目 ②2番目 ③3番目 ④4番目

　〈Ｑ２〉山形新幹線つばさを見ることができる温泉は次のうちど

れでしようか？

　①白布温泉 ②小野川温泉 ③湯の沢温泉 ④大平温泉

　〈Ｑ３〉春に吾妻山に出現する残雪「白馬の騎士」は、どこのｽｷｰ

場の形でしようか？

　①米沢ｽｷｰ場 ②栗子ｽｷｰ場 ③天元台高原 ④小野川ｽｷｰ場

　〈Ｑ４〉米沢総合公園のピク二ックの丘は上空から見ると、どん

な形をしているでしようか？

　　①米沢市 ②鯉（こい） ③牛 ④山形県
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  うらめしいほどに太陽が輝く季節も過ぎ、これからは、日差しの暖かさを求める季節になりますね。

　この夏、みなさんはどのように過ごされましたか。お盆で地元に戻り、「ふるさと」を想う機会も多かったでしょうか。

長年生活し、心と体を育んでくれたふるさとを懐かしく想う気持ちと、これから歩む道を不安ながらも想う気持ちと・・・

　とりあえず今のところは、未来を見つめる時間の方を長くすると、気持ちが楽になるかな、なんて思います。私事で

すが、夏の高校野球、避難元の高校も応援しましたが、それ以上に山形中央高校の応援には力が入っちゃいました。
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『米沢うんめえもの』

～舘山りんごの巻～

松川コミュニティセンターを会場にしょうがい者支援施設松風

園の安部園長を講師に迎え、そば打ち体験がありました。

グループ毎に楽しく交流をしながら、二八そばを打ち、おいし

く食べました。自分達で打ったそばと、先生が打った二八そばや

十割そばを食べ比べ、その味の差は…（・＿・;)

忙しい日常を離れ、笑顔たっぷりの楽しいひとときを

過ごすことができました～ （＾0＾）/

※答えは裏面に載っています

今回参加出来なかった皆様も

是非次のイベントに

ご参加下さい。



日 月 火 木 金 土

1 2 4 5 6

ヨーガ療法 ままカフェサロン たけの子親子無料英 さくらんぼの家祭

10:00～12:00 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 10:30～15:00

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 さくらんぼの家

ﾜｸﾜｸﾗﾝﾄﾞ20周年記念

ｲﾍﾞﾝﾄ10:30～15:30

成島ワクワクランド

 

7 9/8 9/9 9/11 9/12 9/13

おきたま・ふくしま週末 ももりん ままｶﾌｪｻﾛﾝ ﾊﾞｽ たけの子親子無料英 東光「蔵開き」

寺子屋 13:30～16:30 10:15～12:00 遠足 10:30～13:30 会話 9:30～10:00 10:00～15:00

林泉寺 すこやかセンター すこやかｾﾝﾀｰ発着 あおぞら館 小嶋総本店

ﾄﾞﾗﾏﾁｯｸ戎市 ｺｺﾛの学校(谷村 野の花交流会 保育まつり

10:00～15:30 新司)　19:00～ 10:00～13:00 13:00～17:00

粡町通り商店会路上 米沢市市民文化会館 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 米沢市営体育館

しろこ祭り「ザ 冒険遊び場あそべんちゃー 冒険遊び場あそべんちゃー 女性のためのｾﾙﾌｹｱ

縁日」9:00～16:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 ｾﾐﾅｰ14:00～15:30

白子神社境内 青空保育たけの子 青空保育たけの子 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

月釜 消防ふれあいﾌｪｽ

10:00～15:00 ﾃｨﾊﾞﾙ10:00～13:00

座の文化伝承館 米沢消防署前

14 15　　敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 9/16 9/18 9/19 9/20

山形県能楽の祭典 ももりん ままカフェサロン たけの子親子無料英 避難者相談・交流会

9:30～ 10:15～12:00 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 (米沢会場)10:00～15:00

伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ すこやかセンター 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

米沢五中吹奏楽部定期 カラダ若返り教室 押し花体験教室 ｸﾗｯｼｯｸ･ｷﾞﾀｰ演奏会

演奏会14:00～ 13:30～15:00 13:30～15:30
第1回14:00～,第2回16:30～

松川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 座の文化伝承館「蔵」

たけの子読み聞かせ むかしむかしをきこう

13:00～13:30 14:00～

青空保育たけの子 伝国の杜 体験学習室

21 22 23　 秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日 25 26 27

おきたま・ふくしま週末 週末よしもと 爆笑 ままカフェサロン たけの子親子無料英 なせばなる秋まつり

寺子屋 13:30～16:30 まつりin米沢16:30～ 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 10:00～17:00

林泉寺
米沢市市民文化会館 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 松が岬公園周辺

DOORS TO FREEDOM 2014 ひろすけまつり 認知症の予防について 原子力損害賠償個別 伴淳映画祭2014

10:00～ 13:30～15:30 13:30～15:30 相談会 10:00～16:00 10:00～16:40

小野川ｽｷｰ場 米沢市児童会館 中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ
伝国の杜 置賜文化ﾎｰﾙ

冒険遊び場あそべんちゃー ナイトツアー 敬師のこころﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 19:00～20:30 ｺﾝｻｰﾄ 16:30～19:00

青空保育たけの子 米沢市上杉博物館 羽黒神社境内(山上)

28 29 30

なせばなる秋まつり ももりん

10:00～16:00 10:15～12:00

松が岬公園周辺 すこやかセンター

よねざわｽﾃｰｼﾞﾌｪｽ カラダ若返り教室

ﾃｨﾊﾞﾙ'14  13:30～ 13:30～15:00

米沢市市民文化会館
中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰって

なに?13:30～15:00

中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

 ☆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✍

冒険遊び場あそべんちゃー

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00

青空保育たけの子

稲川淳二の怪談

ﾅｲﾄ　18:30～

伝国の杜 置賜文化ﾎｰﾙ

青空保育たけの子

24

きっさ万世

10:00～12:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

10:00～12:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

すくすくたけの子親子

ｻｰｸﾙ 10:00～12:00

きっさ万世

10:00～12:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

まちの保健室

9/17

伝国の杜 置賜文化ﾎｰﾙ

10:00～12:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

林家たい平独演会

18:30～

Jazz Café Live

19:00～　伝国の杜

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｶﾌｪ Culture　

9/10

きっさ万世

　八月は、猛暑に見まわれ皆さん体調管理に大変苦慮されたと思います。私も大変でした(>_<)

　九月も、イベントが目白押しです。お友達・ご家族の皆さんで、お出掛けしては如何でしょうか？

　今後も、訪問の際、宜しくお願い致します！！！

　

水

3

きっさ万世

10:00～12:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

すくすくたけの子親子

ｻｰｸﾙ 10:00～12:00

青空保育たけの子

島

9/28 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

9/7・置賜地区高校吹

奏楽合同ｺﾝｻｰﾄ14:00～

伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

冒険遊び場あそべんちゃーﾗﾝﾄﾞ 3～5 10：00～16:00 青空保育たけの子

冒険遊び場あそべんちゃーﾗﾝﾄﾞ 18,19

10：00～16:00 青空保育たけの子

9/28

・米沢栄光の里感謝祭

10:00～14:10

松風園(万世町梓山)

・鷹山公シンポジウム

13:30～16:30

伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ

9/20

・たけの子まつり

9:30～13:30 玉庭ふるさ

と総合ｾﾝﾀｰ(川西町)

9/20

・冒険遊び場あそべん

ちゃーﾗﾝﾄﾞ 10：00～

16:00 青空保育たけの子

米沢プチ豆知識の答え:〈Q1〉4〈Ｑ2〉3〈Ｑ3〉3〈Ｑ4〉4

9/23

・山形交響楽団街なか音

楽会 A公演13:00～

B公演15:00～

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｸﾖｳ ﾌﾞﾗﾄﾝﾉｰｽ


