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雷が鳴る・・・太平洋側から避難してきた方ですと雷は“夏”のイメージですが、山形県庄内地方では雷は“冬”の風物詩なん

です。日本海沿岸で冬季に発生する雷(冬季雷)は世界的にも珍しい現象で、日本以外ではノルウェーなどでしか見られない現

象だそうです。激しく雪の降っているときやその直前に鳴る雷であることから「雪起こし」とも呼ばれます。大雪の前兆という説も

あるそうですが、今年はいかがなものでしょうか・・・？(^_^;) 

 

避難者 Q&A 特集～part11～ 

 

今月も避難者の皆様からのご相談・お問い合わせ例を掲載致します。今回掲載されていないことでも、気になること

があれば、このページの最下欄の連絡先へ、お気軽にご連絡くださいね。 

先週の「支援だより」を見て、心配になったんですが、今鶴岡で住んでいる借り上げアパートの期限はどうなるの？ 

平成 26年 3月まで住宅支援を受けることができます。 

 

 現在鶴岡市で借り上げ住宅(みなし応急仮設住宅)にお住まいの方は、一年ごとに継続するかどうかの確認はあります

が、最長平成 26 年 3 月まで居住することができます。 

 今までは、区域外避難者の方が福島県内に避難場所を移す時に住宅支援制度はありませんでしたが、 

今月から、子ども・妊婦のいる世帯が福島県内に戻ろうという場合、住宅支援の対象になったんです。 

その場合も、平成 26 年 3 月まで住宅支援(家賃負担のない形での居住)を受けられます。 

鶴岡市から福島県内に戻る場合の申請期限は 12 月 28 日を過ぎても当面の間延長されることになっています。 

 

今の住まいに NTT の固定電話を置いていないのですが、タウンページはもらえますか？ 

「鶴岡市に避難している」ことを伝えて、1冊もらうことができます。 

 

         タウンページコールセンター：0120-506-309(平日 9:00～17:00)にお電話して、鶴岡市に 

避難していること、山形県庄内地方版のタウンページが欲しいことを伝えてください。 

         パソコンやスマートフォンでインターネットを閲覧できる方は「タウンページライブラリー」で 

         検索するか、http://www.denwacho.ne.jp/で「タウンページの Web 閲覧～タウンページライ 

ブラリー」から、いつでも山形県庄内地方版のタウンページを調べることができます。 

         （利用料は無料ですが、インターネット接続にかかる契約および料金はご負担願います） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＊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

昨年に続き今年も、鶴岡市内在住の匿名希望 80 代の女性から、鶴岡市社協に手縫いの台フキンがたくさん寄せ

られました。1 年かけて縫った枚数はなんと約 230 枚！「ぞうきんとしてでも台フキンとしてでも何にでも使っ

てもらえたらとても嬉しい」とのことでした。昨年受け取っていただいた避難者の皆さんには、結露を拭く・台

フキンとして使う・かわいい柄なので子供のランチョンマットとして使う・等々、用途は様々でお使いいただき

ました。ひなんオヤジの集い、料理教室、SingForTohoku コンサート、 

ひなんママの集い、生活支援相談員の訪問などの機会にお渡しできたらと 

思いますが、ご希望の方は直接来所いただければ、お好きな柄を選んで 

お持ちいただけます(*^_^*)遠慮なくご連絡・来所くださいね(^_^)/ 

お問合せ：鶴岡市社会福祉協議会 0235-24-0053(担当：志賀・山本・沼澤) 

http://www.denwacho.ne.jp/


【 11・12 月の予定 】 避難者交流 in  

11 月 23 日(金・祝)温海方面へバスで向かいます♪            

にこ♥ふる（鶴岡市総合保健福祉センター：泉町 5-30）9 時半出発予定   
※定員までまだ少し余裕があります！ぜひご参加ください！(参加費 1,000 円) 

お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 （担当：志賀、山本） 
  

子供用雑貨・衣類 ひろっぴあフリーマーケット・こどもフリマ同時開催！ 
11 月 23 日(金・祝)13:00～15:30 鶴岡市中央児童館(苗津町１－１)   

ひろっぴあフリーマーケットは乳幼児から小学生まで使用する衣類・おもちゃ・

バック・本など、掘り出し物がいっぱいです！ぜんぶ 500 円以下です。小銭

とエコバックをご持参くださいね。 
(ひろっぴあフリーマーケット会場：プレールーム、幼児室) 

こどもフリーマーケットも同時開催します！子どもによる 

フリーマーケットで、すべて 100 円以下です。筆記用具、本、 

バックなど雑貨中心です。(こどもフリーマーケット会場：クラブ室) 
 

避難者交流  庄内の食文化体験・羽黒の郷土料理教室 
11月 27日(火）9:15～にこ♥ふる（鶴岡市総合保健福祉センター：泉町 5-30）調理室 

※定員までまだ少し余裕があります！ぜひ、ご参加ください！ご夫婦参加も大歓迎！ 

お申込み・お問い合わせ：0235-24-0053 （担当：志賀、山本） 

 

相談         人権なんでも相談所 (第 64 回人権週間) 
12 月 4 日(火)9:00～16:00 (最終受付 15:30 まで)                    

場     所：山形地方法務局 鶴岡支局(鶴岡市大塚町 17-27 合同庁舎) 
相談できる内容：夫婦・家族間のいざこざ、夫やパートナーからの暴力、老人・子供 

の虐待、遺産相続、いじめ問題、近所とのトラブル、騒音・悪臭な 

どの公害、土地の問題、震災に伴う人権問題、その他なんでも 

ひとりで悩まず、まずはおいでください！秘密厳守・どうぞお気軽にご相談ください！ 

※法務局鶴岡支局以外の以下の会場・時間でもご相談できますので、お気軽にどうぞ！ 

藤島ふれあいセンター  12月 4 日(火)13:00～16:00(最終受付 15:30まで)  

温海ふれあいセンター         〃                        

三川町社会福祉センター12月 4 日(火)13:30～16:00(最終受付 15:30まで) 

櫛引公民館      12月6日(木) 13:00～16:00(最終受付15:30まで) 

主催・お問い合わせは 0235-22-1003 鶴岡人権擁護委員協議会                  

  

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    

 

 

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 

 
 

健康作り 山岡式エクササイズ ピラティス＆ヨガレッスン 
12 月 9 日(日)9:30～11:30 鶴岡市朝暘武道館 柔道場（小真木原２－１） 
健康・体力づくりのため誰もができるヨガやピラティスを活用したエクササイズ教室

です。参加料無料、運動できる服装でおいでください。(内履き不要) 定員 100名 

お申込み・お問い合わせ：0235-25-8131 鶴岡市教育委員会スポーツ課 

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） 

転入者のための子育て案内講座１０:００～ 

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♪) 

９：３０にこ♥ふる駐車場出発予定 

映画「石巻市立湊小学校避難所」 

前売券販売最終日(当日 1,000円を 800円で) 

ひろっぴあフリーマーケット１３：００～１５：３０ 

24 土映画「石巻市立湊小学校避難所」（～３０） 

13:00～トークイベント(初日のみ)14：00～上映 

まちなかキネマ 0235-35-1228 

映画「ぼくはうみがみたくなりました」 

2回上映（13：30～、18：30～）こぴあ 2階ホール  

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 火庄内の食文化体験・羽黒の郷土料理教
室 9:15～12:30にこ♥ふる 2 階 調理室 

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！ 

わらび座ミュージカル「おもひでぽろぽろ」 
昼の部 開演14:00 夜の部 開演18:30 （共に開場30分前） 

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 

やまがた冬のくらし、雪道の安全運転に関する講

習会 11:00～11:30宝田住宅・集会所 

映画「石巻市立湊小学校避難所」最終日 

12/1 土鶴岡養護学校わくわくバザー 

１０：００～１１：００ 鶴岡養護学校０２３５－２４－５９９５ 

2 日 

3 月 

4 火カラフルな毛糸で遊ぶブローチ作り(１２

/26 14:00～16:00)申込受付開始日：中学生以上

対象、費用 1,000円、エプロン、裁縫道具、毛糸 

鶴岡アートフォーラム 0235-29-0260  

5 水 

6 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） 

7 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 

8 土「あなたへ贈る心の歌」コンサート 
 Sing For Tohoku 避難者・支援者の皆様へ東京

から歌のプレゼントの集いです♪ 

14:30～15：20 会場：第 6 学区コミュニティセンター 

9 日ピラティス＆ヨガレッスン 9:30～11:30 

   小真木原運動公園内朝暘武道館柔道場 

 
無 料 


