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平成２５年１２月発行 
浪江町役場生活支援課 山形駐在 
復興支援員 佐藤，小松原，渡邊 

TEL： ０８０-６２９４-５９８３ 
FAX： ０２３-６７４-０８０８ 

１１月２３日、２４日と二本松駅前にて、晩秋の風物

詩である「なみえ町十日市祭」が開催されました～♪ 

 

両日とも天候に恵まれ、駅前周辺には数多くの露店が

並び、沢山の町民の方々でにぎわっておりました。 

会場を散策していると、いたるところで「あら～!!ご無

沙汰だこと～!!今どこにいるの？」と、久々の再会を喜ん

でいる方々の声が沢山聞こえました。 

 

特設ステージでは、伝統芸能や町民の皆さんの発表、

浪江町出身アーティストによるライブなど様々な催しが

繰り広げられ、なかでも、今年２歳の女の子が新たに加

入した「請戸田植え踊り」では、小さい体で一生懸命踊

る微笑ましい姿に、会場は終始笑顔と和やかな空気に包

まれていました♪♪ 

 

また、今月、愛知県豊川市で行われた「Ｂ-１グランプ

リ」で日本一のゴールドグランプリに輝いた「浪江焼麺

太国」が、グランプリ受賞報告と応援のお礼を兼ね、会

場を訪れた方々に「なみえ焼きそば」の振る舞いをおこ

なっていました。 

 

今年は、ほっき飯の試食や、かに汁、つぶ貝の串焼き

の販売など、浪江の味を堪能する事もできましたよ～♪ 

○だがしや楽校のクリスマスパーティー 
～はながたベニちゃんがやってくるベニ！～ 

 

日時 12 月 15 日（日）午前 10：30～午後 12：30 

場所 山形市避難者交流支援センター 

内容 10：30～ 開会式 

バルーンピエロのバルーンアートライブ 

   10：45～ クリスマスアート屋台オープン 

   11：50～ ベニちゃんとジャンケン大会 

   12：10～ 抽選会 

   12：20～ 全員にサンタさんからプレゼント 

＊申込不要 

山形市以外にお住まいの方も参加できます♪ 

 ご近所や幼稚園のお友達と一緒にぜひご参加ください♪ 

問い合わせ先 山形市避難者交流支援センター 

電話 023-625-2185 

 

○浜通り交流会 
 
福島県浜通り地方出身の方の、交流会を開催しま

す。ご家族お友達などお誘いあわせの上、是非ご参加

ください♪初参加の方も大歓迎です。 

 

日時 平成 26 年１月 23 日（木）午後 1：30～ 

場所 山形市総合スポーツセンター３Ｆ 

山形市避難者交流支援センター  

 対象 福島県浜通りから避難中のみなさま 

 ＊申込不要 当日直接会場へお越しください。 

  浪江町復興支援員も参加します♪ 

 主催 山形市避難者交流支援センター 

    電話 023-625-2185 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山形の冬は浪江とは違い、晴れる日が少なく、ど～んよりとした曇り空が続きます。 
こんな季節は、どうしても気分が滅入りがち・・・。最近、憂うつな気分がずっと続いている。イライラして何か
にせきたてられているようで落ち着かない。眠れない。物の見方が否定的になっている・・・などこんな症状出て
いませんか？？ ここで少し、セルフチェックしてみませんか？？ 

≪ご家族にできること≫ 

（厚生労働省ＨＰ こころの耳より） 

１.「ゆっくり話をきいてみましょう」 

   「そんなことはない」など否定せず、まずはご本人が
一番言いたいことは何かを理解しようという姿勢が大
切です。ただし、ご本人があまり語りたがらない時は、
無理に聞き出す必要はなく、「話したくなったら」とい
うお気持ちを伝えるとよいでしょう。そっと見守ってい
るというスタンスがちょうどいいことがあります。 

 

2.「原因探しをしない」 

 実際は様々なことが関与して原因を特定できないこ
とがよくあります。家族の生活の中で、本人がストレス
を感じることがあれば取り除いておくということも大
切です。 

 

３.「励まさない」 

 すでに頑張りすぎて、こころの病になってしまった場
合には、励まされることで症状を悪化させてしまう可能
性があります。 

 

４.「無理に特別なことはしないでおく」 

 元気がないと「気分転換をさせよう、旅行でも連れ出
そう」など家族で考えることもあるかもしれません。し
かし、こころのエネルギーが消耗している状態ですと、
むしろ疲労感が増し悪化してしまうこともあります。 

 

５.「大きな決断は先延ばしに」 

 こころの病では、悲観的な発想しか頭に浮かばなく、
その道しか残されていないようにとらえてしまうこと
があります。自責な気持ちを汲みつつも「今はまず健康
に留意することを最優先し、もう少し良くなったら一緒
に考えましょう」と説明してみましょう。 

【福島県内相談窓口】 

○ふくしま心のケアセンター 

被災者相談ダイヤル ふくここライン 

電話 024-531-6522（年末年始を除く） 

(平日 9：00～12：00/13：00～17：00) 

＊臨床心理士等の専門の相談員がお話をお伺いします。 

【山形県内相談窓口】 

○精神保健福祉センター 

心の健康相談ダイヤル 電話 023-631-7060 

(平日 9：00～12：00/13：00～17：00) 

○村山保健所 地域保健予防課 

電話 023-627-1184 

○最上保健所 地域保健福祉課 

電話 0233-29-1266 

○置賜保健所 地域保健予防課 

電話 0238-22-3015 

○庄内保健所 地域保健福祉課 

電話 0235-66-4931 

(各保健所受付時間 平日 8：30～17：15） 

６.「受診に付き添いはお勧めです」 
毎回の受診に付き添う必要はありませんが、一緒に主

治医のお話を聞くことでご本人のどんな点に気をつけ
てサポートするといいのか分かることがあります。 
ご本人と主治医の貴重な接点の場ですので、ご家族がし
ゃべりすぎないようにしましょう。 

【こころの健康セルフチェック】 

ご自身はもちろん、ご家族、友人、同僚など 

身近な人にもチェックしてもらいましょう。 
 

1. 毎日の生活に充実感がない 

2. これまで楽しんでやれていたことが楽しめ 

なくなった 

3. 以前は楽にできていたことが今ではおっくう 

に感じられる 

4. 自分が役に立つ人間だと思えない 

5. わけもなく疲れたような感じがする 

 

左に挙げた項目のうち、２つ以上が２週間以上、
ほとんど毎日続いていて、そのためにつらい気持
ちになったり毎日の生活に支障が出たりしている
場合には、うつ病の可能性がありますので、医療
機関、保健所、精神保健福祉センターなどに相談
してください。 
このほかに、眠れなくなったり食欲がなくなっ

たりすることもよくあるので、そうした状態が続
く場合にはうつ病の可能性も考えてみてくださ
い。早めの対応が回復につながります。 

 

（参考文献：平成１６年１月厚生労働省地域におけるうつ対策

検討会「うつ対策推進方策マニュアル」） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浪江町役場生活支援課山形駐在 復興支援員 
〒９９０－０８２８ 

山形市双葉町２-４-３８－３F 山形の公益活動を応援する会・アミル事務所内 

ＴＥＬ：０８０－６２９４－５９８３ ＦＡＸ：０２３－６７４－０８０８（アミル内） 

■ブログ：http://namieyama.wordpress.com/ 

浪江町ホームページ“浪江町復興支援員ブログ（山形県）”からご覧になれます。 

【浪江町復興支援員ブログのお知らせ】 
 
浪江町では、山形、千葉、新潟、埼玉、京都の５府県

に復興支援員を配置し、避難先での相談業務、町民の交

流、行政等の情報発信、町民の活動の支援などしており

ます。 

現在、山形、千葉、京都の３地域では、日々の活動を

ブログにて発信しております。機会がありましたらぜひ

ご覧ください。 

各地域の復興支援員のブログは、 

浪江町ホームページ内『浪江町復興支援員ブログ』

(http://www.town.namie.fukushima.jp)からご覧に

なれます。 

 

【 国道 13 号トンネル天井板撤去工事 
による通行規制について(速報) 】 
 

福島河川国道事務所は、福島県と山形県の県境に位

置する国道 13 号「東栗子トンネル」と「西栗子トン

ネル」の天井板撤去工事に伴い、24 時間片側通行規

制を実施しております。 

今般、「東栗子トンネル」については、12 月 2 日

(月)16 時に片側交互通行規制が解除されました。 

「西栗子トンネル」については、引き続き 12 月 20

日(金)まで片側交互通行規制を実施する予定ですが、

12 月 7 日(土)以降は、規制時間を 9 時から 16 時ま

での昼間に短縮されます。 

 

(詳しくは、国土交通省東北地方整備局  

福島河川国道事務所 電話 024-546-4331) 

【編集後記】 

 山形市は、例年より 7 日、昨年より 10 日早い初雪が

観測されました。ついに雪の季節到来!!皆さんタイヤ交

換はお済ですか?? 

 最近、産直やスーパーでは、山形の郷土料理「青菜漬」

や「おみ漬け」をよく見かけるようになりましたね♪ 

山形に来た当初、青菜自体を知らなかったため「なぜス

ーパーにしなびた葉っぱが、あちこちで大量に売られて

いるのだろう…?」と疑問に感じておりました。…ｽﾐﾏｾﾝ。 

今では、つやつやした新米に、青菜漬の組み合わせは山

形の冬の楽しみの一つです。来年は青菜漬を手づくりし

たいな～♪ 

【 東京電力株式会社による浪江町内家屋 
片付け協力依頼申し込みのお知らせ 】 
 

避難指示解除準備区域および居住制限区域内のご自

宅について、自力で片付けを行う事が出来ない世帯や、

牛や豚などの家畜動物の被害に遭われた世帯について、

東京電力株式会社による、家屋内の片付け協力を行いま

す。 

 

(対象区域)避難指示解除準備区域および居住制限区域 

＊帰還困難区域は、現状対応することができません。 

 

(対象世帯) 

・自力で片付けを行う事が困難な世帯 

  高齢者単身世帯、お体の不自由な方の世帯 等 

・牛、豚などの家畜動物による被害を受けた世帯 

 

(対象範囲)個人宅の居住スペースに限ります。 

ただし、牛、豚などの家畜被害を受けた場合について

は、倉庫や納屋も実施します。 

 

(実施内容)地震被害、家畜被害等により倒れた家具、 

散らばってしまった物の片付け 

 ＊現場で立ち会っての事前調査の上で、作業内容を確

認させていただきます。また、薬品での消毒等の対

応は致しかねますので、ご理解願います。 

 

(実施期間および時間) 

・平成 26 年 2 月 1 日から平成 26 年 6 月 30 日 

作業時間は、午前 10 時から午後 3 時程度まで 

・実施を希望される日の 2 ヶ月前までに、下記申し込

み先へお申込み下さい。その際、日程の調整をさせ

ていただく場合があります。 

 

(家屋片付け協力依頼申込み先) 

東京電力株式会社 福島復興本社 復興推進室 

屋内片付けお申込み専用ダイヤル 

 080－5527－3959 

受付期間平成 25 年 12 月2 日～平成 26 年 3 月 14

日 

受付時間：平日のみ 午前 9 時～午後 5 時 

（土日祝日は受付できません） 

 

(詳しくは、ふるさと再生課 0240-34-0230 もしくは、浪

江町ホームページ http://www.town.namie.fukushima.jp

をご覧ください。) 

http://namieyama.wordpress.com/
http://www.town.namie.fukushima.jp/
http://www.town.namie.fukushima.jp/
http://www.town.namie.fukushima.jp/

