
◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.62 2013.1.18発行 

 寒波が続けて到来していますが、除雪対策、水道の管理はいかがでしょうか？鶴岡では除雪作業のことを「雪のけ」と言った

りするようですが、避難者の方の中には「雪って“のける”程度の気軽な感覚なの？？」と、その表現に驚いたという方もいるよ

うです(^_^;) 雪は“のける”のか？“かく”のか？“片付ける”のか？どう思われますか？表現はともかく除雪については、地域の

ルール(雪の置き場、捨て場など)がありますので、不動産屋さん、大家さん、ご近所の方に確認しながら行なってくださいね。 

 

庄内地方避難者相談会 開催しています！ 
 

毎月第二・第四(火)午前 11 時～午後 3時まで、鶴岡市役所(馬場町 9-25)で、庄内地方避難者相談会を開催していま

す。「鶴岡市避難者支援だより」では、毎号のカレンダースペースに掲載して、開催をお知らせしてきましたが、今回

はもう尐し詳しくご紹介してみたいと思います(^_^)  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                     

＊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) 

エンジンブレーキをじょうずに使ってエコで安全な走行を！ 

「エンジンブレーキを使うと、タコメーター(エンジンの回転計)がギュンと上がるから気になる～(>_<)」という 

方がおられますが、回転数は上がっても実はガソリンは出ていないので、節約はちゃんとできているんですって！ 

最近の雪道、アイスバーンでは、エンジンブレーキを利用し、徍々にスピードを落とし、 

ポンピングブレーキか、軽く静かにブレーキをかけて、速度調整や停止しましょう。 

「やまがた冬のくらし講習会」からのアドバイス④ 

まず、鶴岡市役所 6 階の「防災安全課」に立ち寄り、「避難者相談会の会場は

どこですか？」とお尋ねくださいね！ふだんは、同じ 6 階の会議室が会場です

が、たまに違う階の会議室に変更になっているときがありますので、確認して

くださいね。 

←このような案内表示が出ているお部屋が会場ですよ(*^。^*) 

お茶を飲みながら、雑談の形でのご相談で大丈夫です。昨年から今年にかけて 

住宅のこと、被災地のこと、ペットのこと、賠償請求のこと、ご家庭のこと、 

お仕事のこと、お子さんのこと、病院や検査のこと、その他、いろいろな 

ご相談をいただきました。深刻なものに限らず、近況をお話いただくことで 

福島県に避難者の状況や要望を伝えることができました。 

 
室内には、被災地各地の自治体の広報や、避難者のみなさんが 

閲覧できる様々な資料が並べられています。ご自由にご覧くださいね。 

(双葉郡の自治体の広報には、除染関係資料や東京電力関係の資料が 

よく折り込まれていますので、定期的に閲覧したいという方も） 

←会場では山形県駐在福島県職員と、避難者生活支援相談員がお待ちしております！ 

 福島県職員は、矢吹聡さんと紺野亮さんが交代で鶴岡に来られます。(写真は矢吹さんです) 

山形県駐在福島県職員 矢吹 聡さんより、庄内地方に避難されている皆さんへ 

大震災から一年九か月が経過しました。 庄内地方に避難されている皆様には、震災発生からこれまで、本当に御苦 

労をお掛けしております。原子力災害の影響は大きく、今なお五万七千人を超える福島県民の方々が、県外での避難生活を 

余儀なくされ、ここ山形県におきましても全体で約一万人、庄内地方におきましては、約七百人の方々が避難をされております。 

 福島県では、皆様が一日も早くふるさとに戻ることができるよう、昨年十二月に策定した「復興計画」を礎として、除染、健康管理、教育、

インフラの復旧、さらには農業、商工業、観光などあらゆる産業の活性化などに、全力で取り組んでいます。 

 避難者の方々に対する支援につきましては、今後とも、避難元市町村、受入自治体及び関係機関と連携しながら、相談会や交流会の

開催、情報提供を通じた、ふるさととの絆の維持を図り、皆様が安心して生活できるよう、一人一人に寄り添ったきめ細かな対応に努めて

いく考えです。毎月第２、４火曜日に、鶴岡市役所さんのご協力をいただき相談会を開催させていただいております。避難生活を送られて

いる中で抱える悩みや課題、県への要望などをお伺いいたしますので、お茶のみ気分で気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。 



【 1・2 月の予定 】 お知らせ 2013 年のカレンダーご希望の方はどうぞ！ 
避難者の方に活用していただきたいとのことで今年のカレンダーがいくつか 

届いております。ご希望の方は「にこ♥ふる」2 階鶴岡市社会福祉協議会ボ

ランティアセンターで、カレンダーをお選びください。 

 

      女の子用オモチャご希望の方はどうぞ！ 
中古のものですが、箱付で比較的保存状態の良いものです。 

ご希望の方は「にこ♥ふる」2 階鶴岡市社会福祉協議会ボラン 

ティアセンターまでおいでください。(まだドールハウスが 

残っていますので、遠慮なくご連絡ください！) 

お問い合わせ：0235-23-2970(担当：甲嶋) 

 

避難者割引 イオンシネマ三川特別企画 JAPAN IN A DAY（ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝｱﾃﾞｲ） 

２０１３年１月 19 日(土)～1 月 25 日(金) ＊9：40～11：23(一日１回)   
イオンシネマ三川（東田川郡三川町猪子字和田庫 128-1 イオンモール三川 2 階  

内容：2011年3月11日の東日本大震災からちょうど 1年後のその日、世界中の人々

がどのように過ごしていたかを投稿された映像によってつなぐドキュメンタリー。 
※乗り物酔いする方は、なるべく最後方の席で観覧するなどして、ご注意下さい。 

東日本大震災の被災者・避難者の方およびお連れ様は、特別鑑賞料金 500 円で観賞

することができます。窓口で本籍地、旧住所が分かるもの、避難者である証明となる

ものなどをご提示ください。 

 

体験・避難者招待 被災者ふれあい支援 親子でスキーを楽しむ会 
2 月 10 日(日)ネイチャースキーと雪遊び ＊9:30～15:00(受付 9:10～)  

2 月 11 日(月・祝)アルペンスキーと雪遊び                

集合・受付場所：ほのかたらのきだい(鶴岡市櫛引たらのきだいスキー場) 

参加費：両日避難者の皆さんの分の指導料・昼食代・諸経費は無料です。 
    ＊11 日にリフトを利用する場合のリフト代、アルペンスキーでレンタル 

する場合の料金は自己負担となります。ネイチャースキーは無料で借りる 

ことができます。送迎を希望される方はご相談ください。 

※詳細は「支援だより」Ｎｏ.61 同封のチラシをご覧ください。〆切：1/28(月) 

申込み・問合せ：0235-25-3322 親子でスキーを楽しむ会実行委員会   

        080-2807-5778(事務局携帯)担当：佐藤美佳      

 

パン作り体験と交流 「かたぐるま」でパンを作ろう！ 
1 月 27 日(日)9:30～13:30 ゆうあいプラザ「かたぐるま」(ほなみ町 3-2) 
ゆうあいプラザ「かたぐるま」は、障がいのある方の働く場となっています。併設の

喫茶ギャラリーで販売・人気の“焼きたてパン”を、今回は、かたぐるまのスタッフ

さんたちのご指導の下、自分で作ってみましょう！ 

参加対象：高校生以上の方（中学生以下は保護者同伴でお願いします） 

募集人数：35 名 参加費：500 円(喫茶ギャラリーかたぐるまのコーヒー付) 

持 ち 物：エプロン、三角巾、手ふき用タオル 

パンが出来上がったら、参加者の皆さんたちと、手作りパンで会食しましょう！ 

申込み・問い合わせ：0235-23-2970 ボランティアセンター(担当:菊地、今井)       

 

除雪支援  除雪でお悩みの方はご相談ください！ 
「毎日がんばっていても手が付けられない箇所がある」「腰を痛めて 

しまい思うようにできない」等、除雪でお困りの方はご相談ください。 

除雪ボランティアのコーディネートを含め今後の対応をご一緒に検討しましょう！ 

ご相談・お問い合わせ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員(志賀)まで 

 

鉄角スコップ無償貸し出し中！ 
鉄角スコップを無償貸し出し致します。凍りついた雪を片付けるのに最適です。 

貸し出し期間は、貸出日から来年の 3 月末までです。ご希望の方は、鶴岡市 

ボランティアセンターまで！ 

貸し出しお申込み・問い合わせ：0235-23-2970 ( 担当：今井 )    
 

無料相談会 ひとり親や離婚を考えている方対象：無料弁護士相談会 
1 月 29 日(火)13:30～15:30「にこ♥ふる」2 階（小会議室）       
離婚、養育費、金銭トラブル、多重債務、雇用など法律的な問題について、弁護士が

相談をお受けします。相談時間一人 30 分。要予約。毎回希望者が多くキャンセル待

ちが出ますので、お早めにお申込みください！ 

申込み・問い合わせ：023-632-5075 母子生活支援施設「むつみハイム」 

19 土避難者・支援者もちつき交流会 

10：00～13：30（出羽庄内国際村） 
「アーユルヴェーダ」二回目 

10:00～11：30にこ♥ふる３階 
だがしや楽校 14:００～１６:００ 

公益ふるさと創り鶴岡事務所（山王町 9-29） 

五十嵐陶器さん隣りです。参加費：無料  

20 日日本海寒鱈まつり（鶴岡銀座商店街会場） 

10：30～15：00 
鶴岡市合唱祭（鶴岡市文化会館） 

     開場 13：30開演 14：00入場料 300 円  

21 月 

22 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。福島県以外の避難者の方もどうぞ！ 

６階防災安全課でお部屋を聞いてくださいね。 

23 水 

24 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） 

25 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 

JAPAN IN A DAY（ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝｱﾃﾞｲ）上映最終日 

26 土だがしや楽校 14:００～１６:００ 

公益ふるさと創り鶴岡事務所（山王町 9-29） 

五十嵐陶器さん隣りです。参加費：無料  

27 日「かたぐるま」でパン作り 9:30～13:30 
対象：高校生以上(中学生以下は保護者同伴)  

参加費 500 円※昼食は作ったパンを食べます！ 

申込：０２３５－２３－２９７０ボランティアセンター 

28 月親子でスキーを楽しむ会〆切日 

29 火ひとり親・離婚検討者対象無料相談会 

30 水 

31 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） 

2/1 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 

2 土鶴岡駅前通り雪氷まつり  
だがしや楽校 14:００～１６:００ 

3 日  

4 月 

5 火 

6 水 

7 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） 

8 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 

9 土だがしや楽校 14:００～１６:００  

10 日親子でスキーを楽しむ会(ネイチャースキー)  

11 月親子でスキーを楽しむ会(アルペンスキー) 

12 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。福島県以外の避難者の方もどうぞ！ 

６階防災安全課でお部屋を聞いてくださいね。 

13 水 

14 木 

15 金 

16 土第 4 回ひなんママの集い(にこ♥ふる)  


