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２月に入り、４日は立春。暦の上では春です。が、なかなか米沢の春は遠いようですね。でも、一歩一歩近づいて

いることは間違いありません。ところでみなさんはどこから春を感じますか？足元から？それとも顔を上げた視線の

先から？転ばないようにと、足元を見ながら歩くことも大事ですが、ちょっと顔を上げてみると、いいことがあるかも？

実は私たち、上を見ていたらいいことがあったんですよ。今、米沢市内に迷い込み、あちこちで目撃されている白サ

ルを見たんですよ。幸せを招くと言われている白サルです。皆さんへも少し幸せの、おすそわけ。

☆あがやえ（食べて下さい）

ふすべあがやえ（雪菜の漬け物を食べてください）

☆えまに（さようなら）

ほんじゃ、えまに（それでは、さようなら）

☆かなこり（つらら）

かなこり出来ったぞ（つららが出来てたよ）

☆ごんざい（来てね）

おらんどごさごんざい（私の家に来てね）

☆すけろ(手伝って）

すけでけろ（手伝って下さい）

☆むがさり（花嫁）

めんごいむがさりきたど（かわいい花嫁来たよ）

☆めんどして（よろしく頼む）

めんどしてなっし（どうぞよろしくお頼み申し上げます。）

① 米沢へ避難された方対象事業

妊娠中のママ、つわりがひどくて家事がつらい、検診

に行く時、上の子を連れて行くのが大変。そんな時は、

『『『『ままはぐままはぐままはぐままはぐ』』』』。

ママが体調くずして、子どものめんどうをみられない、

子どもがかぜをひいたので病院に連れて行きたいが、

元気な子は置いて行きたい。そんな時は、、、、『『『『ままレスままレスままレスままレス

キューキューキューキュー』』』』。

ママの「困った！」をサポートする事業が始まりました。

それぞれに事前登録、利用料金が必要です。

くわしくは、りとる福島 おいたまままはぐ事務局

E-mail:oitama.mamahug@gmail.comまで

米沢弁講座も五回目突入

まだまだあなたの知らない

世界へいざないます。

②「おいで」クリスマス会へ参加された皆様へ

昨年の12月13日（土）に、開催されましたクリスマス

会の写真が、避難者支援センター「おいで」にあります。

写真をご希望の方は、避難者支援センター「おいで」

で受付しております。

1751年高鍋藩（今の宮崎県）秋月家の二男として生まれました。

1759年米沢（8代）藩主重定の養子となりました。

1767年若干17歳で米沢藩主となりました。この時すでに米沢藩は財政崩壊寸前の危機的状況でした。

鷹山は

差し迫った藩財政を師匠（細井平洲）より学んだ【君主たるものは民の父母でなければなら

ぬ】という［民の父母］精神により大胆な上杉藩の財政改革を進めました。

上杉景勝の時代120万石あった領土が、減封により鷹山が藩主時は15万石でした。しかし、

6千人を超える大家臣団は派手な交際や生活ぶりのままでした。

そこで鷹山は『『『『なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の成さぬなりけり』』』』の名言

どおり、質素倹約を断行しました。 鷹山の最も素晴らしい点は何事も自らがやってみせた

ところにあります。

それを物語る秘話があります。

①一汁一菜

それまでの藩士たちは裕福な生活意識のままでたくさんのおかずと高価な材料で豪華な食

事をしていました。そこで鷹山は自らがおかず一品とお汁での質素な食事で倹約しようとし

ました。

②着物は木綿

他の藩の殿様をはじめ上級家臣は絹でできた高価な着物を着ているのがあたりまえでした

が、鷹山は藩の民と同じように木綿でできた安価な着物を着て生活するようにしました。

今回は名門上杉家の歴代藩主の中にあって世界的にも有名で特に名君とされる第九代藩主の上杉治憲こと上杉鷹山

の秘話をちょっぴりだけ紹介します。

この他にも藩民のための施策や殖産の振興を実行して赤字財政を見事に建て直し、後世に語り継がれる名君となりました。

【 上杉鷹山編 】
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

山形交響楽団ﾕｱﾀｳﾝ ヨーガ療法 きっさ万世 ままカフェサロン たけの子親子無料英 冒険遊び場あそべんちゃー

ｺﾝｻｰﾄ 16:00～ 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00

伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子 青空保育たけの子

節分の紙芝居と鬼の すくすくたけの子親子 冒険遊び場あそべんちゃー 紙ｺｯﾌﾟﾛｹｯﾄを作

お面作り10:30～12:00 ｻｰｸﾙ 10:00～12:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 ろう15:00～16:00

米沢市児童会館 青空保育たけの子 青空保育たけの子 米沢市児童会館

冒険遊び場あそべんちゃー 青山貴ﾊﾞﾘﾄﾝｺﾝｻｰﾄ

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 14:00～　川西町

青空保育たけの子 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ・ﾛﾋﾞｰ

8 9 10 11　 建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日 12 13 14

万世ｵﾚﾝｼﾞ雪まつり ももりん きっさ万世 ままカフェサロン たけの子親子無料英 上杉雪灯篭まつり

9:00～17:30 10:15～12:00 10:00～12:00 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 11:00～21:00

万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ周辺 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ｰ 青空保育たけの子
上杉神社、松が岬公園一帯

西部雪まつり すくすくたけの子親子 野の花交流会 『平和のつどい』松本

13:00～19:30 ｻｰｸﾙ 10:00～12:00 10:00～13:00 市長講演会14:30～

西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ周辺 青空保育たけの子 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 冒険遊び場あそべんちゃー 能狂言「雪に舞う

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 会」13:00～16:00

青空保育たけの子 青空保育たけの子 伝国の杜能舞台

雪どうろう作り

14:00～15:30

米沢市児童会館

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

15 16 17 18 19 20 21

上杉雪灯篭まつり ヨーガ療法 ももりん・味噌作り きっさ万世 ままカフェサロン たけの子親子無料英 冒険遊び場あそべんちゃー

11:00～21:00 10:00～12:00 10:15～12:00 10:00～12:00 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00

上杉神社、松が岬公園一帯

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 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ｰ 青空保育たけの子 青空保育たけの子

戦国武将大集合「米沢 まちの保健室 押し花体験教室 冒険遊び場あそべんちゃー

冬の陣」13:30～18:00 10:00～12:00 13:30～15:30 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00

伝国の杜置賜文化ﾎｰﾙ
万世ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ 青空保育たけの子

冒険遊び場あそべんちゃー すくすくたけの子親子

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 ｻｰｸﾙ 10:00～12:00

青空保育たけの子 青空保育たけの子

22 23 24 25 26 27 28

冒険遊び場あそべんちゃー ももりん きっさ万世 ままカフェサロン たけの子親子無料英 原子力損害賠償個別

ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 10:15～12:00 10:00～12:00 10:00～14:00 会話 9:30～10:00 相談会 10:00～16:00

青空保育たけの子 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ｰ 青空保育たけの子 置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

たけの子読み聞かせ 冒険遊び場あそべんちゃー 春を呼ぶ いのちの

13:00～13:30 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00 ｺﾝｻｰﾄ10:15～11:45

青空保育たけの子 青空保育たけの子 米沢市児童会館

おしょうしな市 冒険遊び場あそべんちゃー

12:00～13:00 ﾗﾝﾄﾞ10:00～16:00

置賜総合支庁売店前 青空保育たけの子

 ☆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✍

原子力損害賠償相談会

お話会10:00～12:00

個別相談13:00～16:00

置賜総合文化ｾﾝﾀｰ

・女性のための

“健康ﾐﾆ講話”

　11:00～11:30

・上杉雪灯籠まつり

　ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ大作戦

　13:00～14:00

米沢で４シーズン目の冬を過ごしています。ここ最近、自分の感覚が変わったことに気付かされました。

ある天気情報を観ていたら、「今朝の気温は４度。寒いですね～」というレポーターのコメントを聞き、「４度ってあっ

たかいよね。」と子供に語りかける私。また、積雪量を映してる映像を観てまだ少ない方って思っちゃいました。以

前は15㎝も積もったら大雪と思ったのに…。「は～るよこい♪ は～やくこい♪」早目のサクラサクを祈っています。

私も白サル見たかった。 岡

10:00～14:00

すこやかセンター

生活支援相談員

企画ｲﾍﾞﾝﾄ

2/19(木)

この指と～まれっ!

こしゃって みねがぁ


