
◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.52 2012.11.2発行 

昨年 11 月からスタートした「鶴岡市避難者支援だより」、とうとう二年目を迎えました。当初の白黒印刷からカラー印刷となり、

時間の経過と共に移り変わる様々な鶴岡での避難生活に関することを取り上げてまいりました。「黄色の紙のおたより」として

避難者の皆様に親しんでいただき、何よりです。ニーズに合わせて発行の形は変わるかもしれませんが、今冬に向けて情報

発信していきたいと思いますので、よろしくお願い致します！ 

 

 

 今年８月５日(日)に鶴岡市民文化会館で上演された市民参加型ミュージカル

「ハッピーバースデー～命かがやく瞬間～」は、涙と笑顔の感動の拍手の中、

大成功で幕を閉じました。観覧ご希望の避難者の方を無料招待していただいた

ことから、会場でこの感動を共にされた方もたくさんおられると思います。 

 ミュージカルは、母親の精神的虐待で１１歳の誕生日に言葉を失ってしまう

少女が主人公。「生まれてこないほうが良かった」とまで思い詰めてしまいます

が、祖父母の愛情に支えられて生きる力を取り戻し、強く成長していくストー

リー。原作は１９９７年に金の星社から、２００５年には文芸書版から出版されています。市民参加型ミュージカル

作品としては福岡の演劇集団「フリーダム」の演出家が脚本化し、全国各地で上演されています。 

 今回、庄内地方では平成２３年１０月に酒田市公文大ホールで開催されたのに続き２回目の公演で、鶴岡公演のた

めに出演者を新たに募集し制作をスタートしました。小学一年生から６０代までの男女約３０人が集まり、練習を重

ね素晴らしいステージとなりました。 

 そして先日１０月２５日(木)に制作実行委員会の伊藤裕美子さんと出

演者の小学生６人(1 年生～６年生)が、にこ♥ふる２階の鶴岡市社会福祉

協議会の事務局を訪問してくださいました。主人公のあすか役を演じた酒

田市立亀城小６年池田唯花(ゆいか)さんら６人が「避難者さんたちのため

に使ってください！」と一人ずつメッセージを伝えた後、富樫会長に直接

手渡しました。公演会場で寄せられた義援金８万円は鶴岡市社会福祉協議

会を通じて、避難者支援の事業のために活用されることになります。 

 「震災や避難者のことは忘れられているのでは…」と寂しく思う避難者

の方もおられますが、まだまだ忘れることなく応援している方は庄内に 

                    たくさんおられます(*^_^*) 避難者の皆さんが自分のペースを取り戻し 

                    自分らしい生活を送るために、一歩ずつ足を踏み出していけるよう、 

                    支援は続きます。気軽にご相談くださいね。 

 

第２回「ひなんママの集い in 鶴岡」にこ♥ふるで開催されました～♪ 
                       １０月２７日(土)午前９時半より、にこ♥ふる３階大会議室を会場に、第２回 

                      「ひなんママの集い in 鶴岡」を開催しました。今回は市内の小学校などの行事が 

                      重なる日時となってしまい、大変申し訳ございませんでした。それでも、初参加 

                      ２名を含む７名のお母さんたちに来場いただき、楽しんでいただくことができま 

                      した！ 

                       クラフト教室は「押し花ハガキ作り」：NHK カルチャー教室人気講師の渡会経 

                      子先生をお迎えして、かわいい花と親しむ癒しのひとときを過ごしました♥ 

                       後半は「おしゃべりコーナー」で、人数が少ないなりに 

                      全員がテーブルを囲んでいろいろ話せる機会となりました。 

                      子ども達はだがしや楽校のお姉さんと遊んだり広い会議室 

                      を走り回ったり仲良く楽しく遊ぶことができました。 

                      今回のおみやげは北海道の農家の野菜や温海トライアスロ 

                      ン実行委員会よりお米のプレゼントでした♪ 

                      ※次回は１２月１５日(土)開催予定です！ぜひ、ご参加くださいね(^_^)/ 

 

 

＊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

 

渡会先生(向かって前列・左から 

３番目)と参加者の皆さんとスタッフ 

先生からサプライズプレゼントも！ 

避難者の皆さんを忘れず、応援してくれる人たちがいます！ 



【 11月の予定 】 お知らせ 福島県から避難している母子のための保育料助成金開始！ 

アメリカの支援団体 International Medical Corps が認定 NPO 法人 IVY を通じて、 

１１月より保育料の助成を開始します。福島第一原発事故の影響により福島県から山

形県内に避難され、母親が就労・就職活動を行なっているご家庭を対象として、避難

生活を健やかに安定して過ごしていただくことを目的としています。助成条件や審

査・面接がありますので、お早めにお申込みになることをお勧め致します。 

 助成対象：福島第一原発事故により福島県から山形県内に避難されている世帯 

       (50～６０世帯) 

 助成条件：①お子さんを保育園に預けて、お母様が就労・就職活動しておられる事 

       ＊助成開始後３か月以上経過しても就職できない場合は再審査有 

       ＊就労時間の目安・月６０時間以上 

②どこからも保育料の助成を受けていない事 

③あいびぃ保育園入園者・保育士を除く 

  助 成 額：一家庭につき、月極保育料の半額助成(上限２万５千円)  

       ＊上記金額を毎月、IVY から直接保育園に振り込みます。 

       ＊一時預かりは対象になりません。 

 助成期間：平成２４年１１月～平成２５年４月(最長６か月) 

 選考方法：申込の後、面接 

 面接会場：認定 NPO 法人 IVY 事務所（山形市荒楯町 1-17-40 ☎023-634-9830） 

助成をご希望の方は、メール・FAX または郵送で、下記の項目を記載の上、IVY まで 

お申込みください。（担当者から連絡があります） 

(１) お母様の名前、住所、電話番号、メールアドレス（携帯電話可） 

(２) お子さんの名前、生年月日 

(３) 保育園名 

(４) 保育料(月額) 

(５) お勤め先、勤務時間(まだ決まっておられない方は空欄で) 

お申込み・問合せ先：認定 NPO 法人 IVY あいびぃ保育園 

           990-0021 山形市小白川町一丁目 15-28 

          TEL:080-3191-9514 

          Mail:ler04525@nifty.com 

                    URL:http://ivyhoikuen.jimdo.com/ 

 

パソコン講座       超初心者パソコン講座 

鶴岡市内に在住または勤務先のある方で「パソコンを触ったことがない」または「触

ってみたけどついていけなかった」という方が対象です！同じ内容で２コースです。 

① 11/8(木)、9(金)、12(月)、13(火)、15(木)、16(金) ※全 6 回 

② 11/20(火)～22(木)、26(月)～28(水)         各先着 10 名ずつ 

各コース午前 9 時半～11 時半の予定です。受講料 4,000 円(別途テキスト代が必要) 

会場・お申込み：10/22(月)午前 8 時半より電話受付 0235-25-1050 中央公民館 

 

転入者講座   転入者のための子育て案内講座 

11 月 22 日(木)10:00～総合保健福祉センター（にこ♥ふる）泉町 5-30  
「鶴岡ってどんなまちなの？」「どんな子育て支援策があるの？」そんな疑問に答える 

子育て情報を紹介する講座です。託児もありますので、ぜひご参加くださいね。 

対象は未就学児がいる転入家庭の親子１０組 

（住民票を移していない避難者世帯も可） 

〆切１１月２０日(火)までお電話でお申込みください。 

お申込み・お問い合わせ：0235-25-2741 鶴岡市子ども家庭支援センター    

 

 

中古家具  子ども用 2段ベッド、「小学生用机・イス」×2セット 
お問い合わせ・ご相談は 0235-24-0053（担当：沼澤・山本）までお電話ください。 

 

 

放射線関係・学習会  肥田舜太郎先生 DVD 上映会 
先月開催された肥田舜太郎先生の講演会の記録 DVD の上映会を開催します！「仕事

で行けなかった」「もう一度聞きたい」等の声に応え、実行委員会の皆さんが尽力して

くださり、会場と時間帯を変えて 2 回にわたり上映会を企画しています。先生ご自身

「こちらに来るのは最後だと思う」と言われたことから特別に録画許可になった映像

ですから、聞けなかった方はぜひおいでください！とのことですよ(^_^)/ 

 上映予定日 ①11 月 17 日(土)午後 6 時半～ 「にこ♥ふる」(泉町 5-30) 

     ※3 階 大会議室 

       ②11 月 25 日(日)午後 1 時半～ 鶴岡市勤労者会館（泉町 8-57） 

                       ※1 階  

託児希望の方は事前に連絡ください。平日夜の上映会も検討しておりますので、ご希

望の方はお問い合わせください。参加費は一人 300 円（学生・高校生以下は無料）。 

託児のお申込み・上映会のお問い合わせ先： 

080-6023-7490 「フクシマの子どもの未来を守る家」事務局まで 

3土ほとりあ「里山マルシェ」10：00～14：30  

4日応急手当普通救命救急講習申込〆切日 

5月 

6火 

7水 

8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） 

9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 

10土親子ですごすキッズアトリエ 

10:00～12:00 出入自由 予約丌要 参加無料 
小学生低学年以下・幼児と保護者が、お絵かき・工作・

洋書絵本の閲覧など、自由に創作・体験できます。鶴

岡アートフォーラム 0235-29-0260   

11日応急手当普通救命救急講習 

   9:30～12:30 鶴岡市消防本部 

ひろっぴあまつり 9：30～ 

12月 

13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。 

大人映画会１３:３０～中央公民館 

14水 

15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） 

16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 

17土新蕎麦を楽しむ会(創造の森交流館) 

9：30～14：00 参加費５００円エプロン持参 

申込：0235-62-2655 創造の森交流館 
肥田舜太郎先生 DVD上映会 18：30～ 

    にこ♥ふる 3階大会議室(泉町 5-30) 

18日  

19月 

20火転入者のための子育て案内講座〆切日 

21水 

22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） 

23金 ※編み物教室はお休みです！ 
ひなんオヤジの集い in 鶴岡一杯やりながら

男同士本音で語り合うのはどうですか？(送迎バス

で温海で海を眺め、温泉・お食事でリラックス♪) 

申込・問合せ：0235-24-0053担当・志賀 

24土 

25日肥田舜太郎先生 DVD上映会 13：30～ 

    勤労者会館(泉町 8-57) 

26月 

27火庄内の食文化交流・胡麻豆腐作り教室 

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。福島県以外の避難者の方もどうぞ！ 

28水 

29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） 

30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 

TEL:080-3191-9514
http://ivyhoikuen.jimdo.com/

