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 10 月に入り、国内では様々な暮らしの変化がありました。NHK の受信料が値下げになりますが、口座払いやカード払いにす

ると最大月 120円(年間 1,440円)の値下げになります！最低賃金の引き上げも始まりますし、これまで猶予されてきたコメや牛

肉により厳しい放射性セシウム濃度の基準値が適用されるようになります。一方で、食用油、乳製品の値上げなど、台所に影

響する変化もあります。避難生活にも変化が生じているでしょうか？鶴岡市から移転される際は市防災安全課(0235-25-2111

内線 662)、または鶴岡市社会福祉協議会(0235-24-0053 避難者支援担当)までご連絡をお忘れなく！！ 

 

情報交換・交流しませんか？ 
 

 

避難者・支援者交流 庄内のいも煮会 受付：午前１０時半～、開始：午前１１時～午後２時

3 月の「追悼と交流の集い」以来の大きな交流会となります！子供からご高齢の方まで、様々な事情ながら同じ鶴岡

で暮らす避難者として、気軽なおしゃべりを通して情報交換したり交流しましょう！福島の豚汁も作る予定ですから 

お代わりしてくださいね！（マイ箸・マイおわんをご持参ください♪）10/9(火)〆切です！  

急いでお電話くださいね！場所 ： 鶴岡市京田(きょうでん)コミュニティ防災センター              

（鶴岡市高田字下村 336-1）＊京田小学校・ほなみ保育園の近くです♪ 

お申込み・お問い合わせ：0235-23-2970 鶴岡市ボランティアセンター                   
 

避難者定期交流 編み物教室 毎週金曜日 午前 9 時～11 時             

宝田雇用促進住宅 2 号棟北側 集会所（鶴岡市宝田 2-6）              

編み物をしながら、今の生活やこれからのことなど、参加者とおしゃべりを通して 

交流することができます。編み物はパスしておしゃべりとお茶だけでも OK です♪ 

会場では被災地各地の広報や市内の売り出し広告の閲覧もできます。 

お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 志賀・山本まで                      

 

その他：ひなんママの集い in 鶴岡 8月末に初開催で好評でしたので、10月末に第二回を開催予定です。 

避難者不定期交流 庄内の食文化に親しむ 11月に「胡麻豆腐作り」に挑戦予定です！ 
※詳細が決まり次第、「鶴岡市避難者支援だより」に掲載致しますので、ご参加よろしくお願い致します。 

 

避難者招待～日本の恐竜の歴史は東北から始まった…～「恐竜大集合！ステゴサウルスとフタバスズキリュウ発掘物語」 
 

 

 

 

「いわき市石炭・化石館ほるる」「国立科学博物館」など７つの団体の 

協力で開催する運びとなりました。特に人気があるステゴサウルス、同じ 

東北地方の福島県いわき市で発見されたフタバスズキリュウをじかにご覧いただけますので是非

ご来場ください。本物の化石に触れることができるコーナーや恐竜クイズも開催中です！！ 

鶴岡市避難者支援だより持参の方には他にも割引特典あり！！ 
例：体験イベント（化石のレプリカ・消しゴム作り）通常 300 円を 100 円で！※要予約 11 時～、14 時～ 

  喫茶ハミングバードにて、山ぶどうソフト通常 300 円を 100 円で！ 

お問い合わせ☎０２３５－５３－３４１１月山あさひ博物村(鶴岡市越中山字名平３－１)※112号線沿い 
 

 

放尃能関係 医師 肥田舜太郎氏 鶴岡講演会 
放射能に負けないで、生き抜くんだ！～内部被曝といのちを考える～ 

10 月 13 日(土)午後 2 時半～4 時半 出羽庄内国際村(伊勢原町 8-32)   
1917 年広島生まれの９５歳。原爆投下により自身が被爆しながらも、直後から内科医

として被爆者の救援・治療にあたり、6,000 人を超える患者の治療を続けてきた放尃

線治療の世界的権威。「原爆ぶらぶら病」と呼ばれる症状や低線量・内部被曝の影響に

関する研究にも携わりました。1975 年以降、欧米を中心に 30 数か所で被曝の実相を

語ってきた方です。お誘い合わせの上、ぜひ生声をお聞きください！ 

※保育スペースご用意致しました。お子さん連れの方も遠慮なくご来場ください。 

入場参加費 500 円 ※学生・高校生以下は入場無料です。 

お問い合わせ：0235-25-3322  

                         大震災・原発問題学習実行委員会（こぴあ 2 階事務所） 
 

＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀) WANPUG



【 10月の予定 】 鶴岡の文化を楽しむ  鶴岡・食の国際映画祭と食のフェスタ 

１０月 6 日(土)～８日(月・祝)午前 10 時～午後 8 時 ※食のフェスタは 6 日、7 日のみ 

まちなかキネマの第 3 シアターで、食に関する 5 つの映画を上映します！ 

「ペンギン夫婦の作り方」(全国先行特別上映)、「しあわせのかおり」、 

「モンサントの丌自然な食べもの」、「台北カフェ・ストーリー」、「幸せの経済学」 

※上映時間は次の通りです。 

6 日(土)         7 日(日)          8 日(月) 

映画名 時間 映画名 時間 映画名 時間 

幸せの経済学 10：00-11：15 幸せの経済学 10：00-11：15 幸せの経済学 10：00-11：15 

台北カフェ 11：40-13：05 しあわせの～ 11：40-13：50 ペンギン夫婦 11：40-13：15 

モンサント 13：30-15：25 ペンギン夫婦 14：20-15：55 しあわせの～ 13：40-15：50 

ペンギン夫婦 15：50-17：25 台北カフェ 16：20-17：45 モンサント 16：20-18：15 

しあわせの～ 17：50-20：00 モンサント 18：10-20：05 台北カフェ 18：40-20：05 

観賞チケット1,000円発売中です！（前売り券は食のフェスタで使える食券200円付！） 

チケット 1 枚につき 1 本の映画を観賞いただけます。 

食のフェスタは楽しいシネマ料理ふるまい＆トークショーなどのイベントとテント屋

台での様々な美味しい企画がもりだくさんです！！ぜひぜひ楽しんでくださいね♪ 

※駐車場は①鶴岡ガス正面・向かい ②きらやか銀行 ③山王日枝神社 ④まちキネ第一

駐車場 ⑤まちキネ第二駐車場に係員が誘導・指示しますので、ご協力お願い致します。 

 

食生活・放尃線   食の安全フォーラム IN 庄内 

テーマ「食品中の放射性物質について理解を深めよう」 

10月19日(金)13:30～16:00三川町公民館（三川町大字横山字西田 52-1） 
国の放尃性物質についての考え方などについて、内閣府食品安全委員より基調講演、

また、山形県の取り組みについて、環境と食品安全の両面から説明を聞くことが出来

ます。最後に会場の消費者を交えて、パネルディスカッションと意見交換を行います。

参加者も事前に質問や意見を申込書に記入することで日頃疑問に思っていることなど

を国と山形県の職員に届けることができます。前回同封の申込書をご利用ください！ 

 

避難者招待 アクションスポーツ体験・講習会 in アクションパーク米沢 

「ニュー・レクリエーションスポーツ」キッズトライアル！開催 申込受付中！ 
10/21(日)・11/18(日) ※一日だけの参加でも可                

受付 12:00 開始 13:00～15:00 場所：米沢市直江石堤アクションパーク米沢 

 （参加料無料）            （米沢市大字李山字在家道南下 3800-1） 

スケートボード部門・ボルダリング部門・ＢＭＸ部門の各部門 15 名程度募集です。 

対象は福島県・宮城県・山形県の親子連れやアクションスポーツ愛好者、初めての方

も大歓迎です！お子様、小学生の方は保護者同伴でご参加くださいね。 

お申込み方法：メールかお電話で開催日３日前までお申込み下さい。 

Ｅメールアドレス actionpark_yonezawa@yahoo.co.jp 

電話番号 090-3125-4504（本田） 

 

避難者招待アクションパーク米沢 利用料無料で楽しめます！ 

宮城県・福島県の中学生以下の親子、山形県内に避難している方の利用料を来年 3/31

まで無料に致します。来場予定の 3 日前までお電話でお申込みください。当日は専門

の担当者が指導・誘導致します。運動に適した服装・履物でおいでください。 

場所：米沢市直江石堤アクションパーク米沢（米沢市大字李山字在家道南下 3800-1） 

お問い合わせ：090-3125-4504（本田） 

 
NPO法人 アクションパーク米沢は、スケートボード、BMX（ビーエムエックス、バイシクル 

モトクロス）、クライミングのスポーツ３種の愛好者が気兼ねなく活動できる場として構想され、

現在、各部会の代表者により組織された委員会によって運営されているアクティブスペース

です。2007 年に米沢市を中心とする地元有志により設立されて以来、地元山形はもとより福

島や宮城、さらには新潟に至る近県の若者たちの集う全天候型のホットスポットとして注目を 

集めています。 

 

支援物資  中古家具ご希望の方はご連絡ください♪ 

市民の方より中古の家具（小学生用の机とイス、6段タンス）の提供がありました。 

ご希望の方にお譲り致しますので、ご連絡下さい。 

申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（志賀・山本）   

 

避難者割引 スパールの割引券ご希望の方はご連絡下さい！ 

お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 鶴岡市社会福祉協議会（志賀・山本） 

6 土月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 
「パパと一緒に遊ぼう！」10：00～11：30 

にこ♥ふる健康増進ホール 
一歳 6か月～3歳未満の未就園児とその父親を 

対象に楽しいふれあい遊びを教えてもらったり、絵

本を読んだりして楽しむ。子ども家庭支援センター

0235-25-2741参加者募集中 

鶴岡・食の国際映画祭（10/6-8）と食のフェスタ

（10/6-7） 10：00-20：00 

メイン会場：まちキネ＆山王通り商店街 

7 日月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 

おもちゃ病院 13：30～16：00 
無料また部品代でおもちゃ修理を依頼できます。 

(中央児童館(苗津町 1-1) 0235-24-4608  
かごをつくろう～籐細工に挑戦 13：30～16：00 

小学 1-6 年生と保護者 20 名（子供だけ参加可）

一人 400円 中央児童館 0235-24-4608 

8 月月山あさひ博物村恐竜展・無料招待 

9 火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 

10 水 

11 木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

12 金法律無料相談（山形県弁護士会） 
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 

13 土肥田舜太郎先生講演会 

14：30～出羽庄内国際村 

南相馬市職員との懇談会 14：00～ 
酒田市総合文化センター(412特別会議室) 

14 日避難者・支援者交流 庄内の芋煮会 
京田コミュニティーセンター（高田字下村 336-1） 

15 月 

16 火 

17 水 

18木「にこ♥ふる」軽トレーニングルーム
利用資格講習会 13:30～申込：健康課(にこふる) 

0235-25-2111(内線 370) 

健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 
アクションスポーツ体験・講習会  

in アクションパーク米沢受付〆切 

19 金法律無料相談（山形県弁護士会） 
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 

20 土つるおか大産業まつり 2012 

21 日アクションスポーツ体験・講習会  

in アクションパーク米沢受付 12：00～ 

22 月 

23 火庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 

24 水 

25 木健康無料相談(老人福祉センター) 

     13：30～15：30（60才以上の方対象） 

26 金法律無料相談（山形県弁護士会） 
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 

mailto:actionpark_yonezawa@yahoo.co.jp

