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 5月も中旬にはいり、ようやく安心して外歩きができる季節になってきましたね。(え?私だけが寒がりですか?(^_^;)) 

先日、赤川の桜並木を散歩してみたら、満開の桜の枝に小鳥たちがつどい、真っ白な月山が青空に美しく映え、ふり返れば雄大な鳥

海山…と、美しい自然たちに包まれて、時をわすれて穏やかに歩けました。ようやく新緑の季節になりましたので、次々と咲き始めた

草花を見ながら、鶴岡天神祭に出かけてみませんか? お祭りを知っているのみの方は見学しに、見たことのある方は…ぜひ参加し

てみませんか(^○^)♪ (清) 

 

        

     

    鶴岡の天神祭は、菅原道真公を祀る鶴岡天満宮のお祭りで、その昔道真公が京都から九州の太宰府に配流され 

るとき道真公を慕う人々が、時の権力者をはばかり、姿を変え顔を隠して密かに酒を酌み交わし、別れを惜しん 

だという言い伝えによるもので、他所では見られない鶴岡のみの奇祭です♪ 

 化けもの姿で、３年間誰にも知られず天満宮にお参りができると、願いがかなうと言われています。 

 

☆“化けもの”になると…・参加記念品と五角(合格)鉛筆がもらえます♪ 

      ・化けもの姿なら 25 日はバスが無料乗車できます♪ 

                         ・銘酒コーナー４カ所以上のスタンプを集めた化けもの参加

者は、天神祭特製グッズ(先着 300 名)がもらえます♪         

             今回、社協で 10 名分 (小学 2 年生以下 2 名分含む) の衣装を確保できました(*^_^*) 

衣装の着付け支援も受けられますので、ぜひ、この機会に一緒に参加してみませんか♪

ご自分で衣装を借りた方も、にこ♥ふる 2 階のボランティアセンターにて、12 時から 

一緒に着付けをしてもらえます。   *無料貸衣装は、上半身とかぶり物のみですので、

ぞうり・もんぺ(→もちろん、なければスニーカーで OK♪ 黒い綿パンツや黒スパッツ・

ジーンズ、お天気によっては中に着る T シャツや長袖など)を、ご持参くださいネ。                                                               

                             お申込みは 0235-24-0053 担当 : 志賀・清水 

イベントスケジュール 【駐車場・・・鶴岡公園駐車場をご利用ください】   

 5/24    5/24、25 奉納書道展…天満宮に“書”を奉納すると、字がうまくなると言われています。(申込みは、5/24天満宮まで)   

      5/24～26 出店 … 鶴岡公園と公園通りに、いろいろなお店が勢ぞろいします♪      

      5/24～26 盆栽展 … 東京第一ホテル(エスモール隣り)にて (協賛事業として)      

 

5/25  11:00～ 天狗舞・獅子舞奉納 【鶴岡天満宮にて】… 午前 11時・午後１時・３時・５時の４回行われます。 

鶴岡天満宮では家内安全・身体堅固を祈願して、約 300 年の歴史をもつ天狗舞が奉納されます。 

      11:00～  銘酒コーナー【設置各所にて】…鶴岡名産の地酒を楽しめます。(純米吟醸酒なら、コップ一杯 100円で試飲もできます♪) 

 11:00～  各種団体のステージ【鶴岡公園内の“おまつり広場”】…キッズチア、羽黒高校チア、フラダンス、ストリートダンス他 

         14:00～ 天神祭パレード出発! ①中央児童館スタート(天神様ゆかりの古式ゆかしい行列)     銀座通りと 47号線 

                          ②鶴岡駅スタート(子供みこし、絵馬、踊りのにぎわいパレード)  の交差点で合流し、 

                                              を鶴岡公園へ♪ 

     14:00～ 伊勢原太鼓… 47号線沿い鶴岡天満宮近くの第 2コミセンで、①の天神様行列を迎えます。       

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

＊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）ホームページ http://www.shk01.jp/ 

内容のお問い合わせは 0235-24-0053または kyouko-siga@shk01.jp(担当：志賀・清水) wanpag

 

天神祭を体験してみませんか 
「天神祭」の由来 

銀座通りと 47

号線の交差点

で合流し、鶴岡

公園を目指し

ます♪ 



【5・6月の予定 】 クラフトプリザーブドフラワーとパステルアートのコラボワークショップ  

5/17(金)19:00～21:30 5/18(土)10:00～12:30 大山スタジオウッズ 

アンティーク調のフォトフレームにプリザーブドフラワーで 

デコレーション、フレームの中には自分で描いたパステル画。 

かわいくお部屋に飾ってみませんか？参加費 4000 円 

申込み・お問合せ：090-4007-0764(奥山)       

  

女性の交流   ♪♪ひなん女子会(じょしかい)♪♪ 
震災をきっかけにこちらに暮らす女性♥年齢制限なし！参加費無料 

5 月 18 日(土)10:00～12:00（受付 9:30～）にこ♥ふる 3 階(大会議室) 

前半は、昨年ご好評いただいたカウンセラー志村友理さんを再びお迎えして、 

心のセルフケアとワークショップを体験します！ 

後半は季節のお菓子でのんびりおしゃべり(^_^) 

鶴岡でのおススメ生活情報をおすそ分けしましょう！ 
※同行されるお子さんの人数と年齢、送迎の有無などをお申込みの際にご連絡ください。 

申込み・お問い合わせ：0235-24-0053（志賀、清水） 〆切 5/16(木) 

 

自然を楽しむ 温海嶽開山祭 新緑のブナの森登山会 

5 月 19 日(日)集合 7:30 受付完了 8:00 集合場所：温海温泉熊野神社拝殿前 

ブナの森遊歩道を散策しながらみんなで温海嶽に登ってみませんか？ 

持ち物：昼食、飲み物、登山に適した服装、等 参加費：1500 円 

避難者の方の〆切は 5 月 18 日(土)まで ※詳細は同封のチラシを参照 

申込み・お問い合わせ：080-2821-3188 粕谷嘉章（温海嶽の会 役員） 

 

健康 鶴岡市こころの健康相談～ひとりで悩まず相談しませんか？ 

5 月 20 日(月)①13:30～、②14:30～ 場所：「にこ♥ふる」※要電話予約 
「最近、眠れない日が続いている」「気分が沈んで元気が出ない」など、お困りの方、

お気軽にご相談下さい。自分のことでも家族やご親戚のことでも相談できます。 

担当者：元鶴岡病院看護師、相談費用：無料 秘密厳守 

予約・問合せ：0235-25-2111 内線 364・365 鶴岡市健康課高齢保健係 

 

食文化に親しむ  つるおかおうち御膳料理教室   

5 月 30 日(木)10:00～13:00 鶴岡市中央公民館女性センター調理室    
「つるおかおうち御膳」は鶴岡市の郷土料理のレシピ集です。そのタイトルがついた 

地産地消の郷土料理教室です！（昨年「避難者食文化交流・羽黒の郷土料理 

教室」で講師をしてくださった菅原先生が講師をされるんですよ！」） 

年間通して全 6 回開催予定ですが、今回は山菜などの旬の食材を使います。 

受講料 1,200 円(材料費込)定員 20 名 講師：鶴岡市食生活改善推進協議会 羽黒支部 

申込み期間：5/9(木)～5/17(金)8:30～21:00 ※(土)(日)除く 

受講料を添えて女性センター窓口でお申込みください。 

申込み・問合せ：0235-24-2340 女性センター(鶴岡市みどり町 22-43)  

 

就職相談   鶴岡ワークサポートルームをご利用ください！ 

毎週(月)～(金)9:00～16:00 鶴岡市役所東庁舎 2 階            

                      内職相談(情報提供と斡旋) 

                      若年者無料職業紹介(35 歳 

      までの方対象)の他、キャリ 

      アカウンセラーや臨床心理 

      士による職業全般の相談が 

      できます！電話で事前に 

      予約をなさってください。 

ご予約・問合せ：0235-25-2215 鶴岡ワークサポートルーム       

 

プレゼント 2013 山形県民手帳・スパールの割引券差し上げます！ 
ご希望の方はご連絡ください。社協の窓口でどうぞ♪時間外受取りもご相談ください。 

申込み・問合せ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員（志賀・清水） 

 

物資提供  木製おままごとセット差し上げます！ 

木のまな板、包丁、野菜などのセットをお譲りします。 

(中古品・1 セットのみ)ご希望の方はご連絡ください。 

申込み・問合せ：0235-24-0053 避難者生活支援相談員（志賀・清水）    

 

11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   
心もゆるめるヨーガ教室 10：00～11：30 

     にこ♥ふる 3 階健康増進ホール１ 

12日応急手当普通救命講習 9：30～消防本部  

13月ふじの花まつりウォーク(5/18)申込〆切日 

14火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00 

市役所 6階（大会議室東）＊自由来所型の相談会 

15水 

16木健康無料相談(老人福祉センター) 

13：30～15：30(60歳以上の方対象) 
ひなん女子会(5/18)〆切日 

17金つるおかおうち御膳料理教室申込最終日 

プリザーブドフラワー＆パステルアートコラボワー

クショップ 

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 

18土ひなん女子会(週末開催）10:00～12:00 
    「にこ♥ふる」3 階 大会議室 

温海嶽開山祭 新緑のブナの森登山会〆切日 

ふじの花まつりウォーク 10:00～参加費 700 円 

19日温海嶽開山祭 新緑のブナの森登山会 

鶴岡市子どもまつり (市内各所) 

20月鶴岡市こころの健康相談（午後） 

21火 

22水 

23木健康無料相談(老人福祉センター) 

24金法律無料相談（山形県弁護士会） 
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

25土天神祭(12:00～にこ♥ふるで着付け可)  

26日ひろっぴあフリーマーケット 
午前の部 9:30～午後の部 13:30～  

タキタロウまつり 
(9:00～大鳥タキタロウ公園) 

27月 

28火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00 

市役所 6階（大会議室西）＊自由来所型の相談会 

29水 

30木健康無料相談(老人福祉センター) 

つるおかおうち御膳料理教室 10:00～13:00 

31金法律無料相談（山形県弁護士会） 
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

6/1土原子力損害賠償支援機構の無料相談会 

酒田市総合文化センター  

2日原子力損害賠償支援機構の無料相談会 

    鶴岡市にこ♥ふる 

3月 

4火 

5水 

6木健康無料相談(老人福祉センター) 

7金法律無料相談（山形県弁護士会） 
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00 

8土親子ですごすキッズアトリエ  

9日出羽庄内国際村ワールドバザール  

10月 

11火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00 

12水 

13木健康無料相談(老人福祉センター) 


