水は護りゆく 故郷を 命を

（テーマ曲「いのちの水」より）

P2～3 ・いのちを守る防災教育
・第23回鹿児島市訪問中学生親善使節団
・
「青少年育成センター」が移転しました
P4

・ホストタウン推進事業の取組み

P5

・親子で戊辰の足跡を巡る
・女性センター「親子ふれあい教室」

P6

・
「全国学校給食甲子園」山形県代表に
・市立図書館団体貸出のご案内

第56回 山形県民芸術祭開幕行事（９月２日）
鶴岡市としては20年振りとなる県民芸術祭開幕行事
が荘銀タクト鶴岡を会場に開催されました。開幕式典
に続く記念公演「水のファンタジー いのちの輝き」
では、一般公募で選ばれた主役の₆人をはじめとした
総勢500名が一つとなった素晴らしいステージで、会
場内は大きな感動の拍手に包まれていました。
また、エントランスホールでは、東栄小学校獅子踊
りや大黒舞といった歓迎アトラクションのほか、絵画
や書、いけばな、写真などの作品展示や、呈茶も行わ
れ、会場全体が大勢の来場者で賑わっていました。

に対する備えとして実効性のある防
災管理体制や防災教育の見直しが図

ついても加味しつつ、継続的なマニュ

アルの改善を重ねていきます。

「地域の見守り隊の育成や巡視活動

教職員が過ごせる場であるように、

₂

平成31年３月１日

いつどこで発生するか分からない
られました。

学校が抱えている課題は、防災教

自然災害。学校内や登下校時におけ
本市教育委員会では、児童・生徒

育の授業・教材開発、避難・引き渡

る不審者による被害や不慮の事故。
の危険回避能力の育成を図るため、

し訓練の充実、施設管理や避難所開

子どもたちの安全な登下校や放課

「スクールガード・リーダー」

また、学校における安全教育と防災
設など、多

後の過ごし方については、現在、子

どもを事故や犯罪から守る地域ボラ

ンティアの「子ども見守り隊（通学

路見守り隊）
」が市内全小学校区で

組織され、隊員の方々からそれぞれ

の地域でご尽力いただいています。

しかしながら、子どもへの声かけ等

の不審者事案は発生しており、子ど

ルガード・リーダー）を配置してい
発生後に対応すべき事項をまとめた

への指導・助言」
「子ども・保護者・

地域への啓発活動」を行っています。

き渡し方などをポイントに、各校の

また、災害時には地域の防災拠点と

学校が、安心安全に子どもたちや
防災マニュアルの改訂作業を実施し

が一体となって取り組んでいきます。

して機能するよう、学校・家庭・地域

（学校教育課）

ました。今後は、各校での避難訓練
また、学校環境や社会情勢の変化に

や引き渡し訓練などを実施しながら、

実態に即した避難行動や家族への引

のほか、避難訓練や安全点検の充実、

今年度は、教職員の役割の明確化

います。

「学校防災マニュアル」を整備して

₅

教育つるおか

の配置

管理の充実のため、次のような取り

岐にわたり

業をとおし

続き、本事

ます。引き

組みをしています。

「防災教育アドバイザー」
の派遣

て、各校の
災害安全対
策を推進し

防災教育の推進に向けて、専門的
見地からご指導をいただくために、

ていきます。

もの安全確保に係る体制整備の強化

が求められています。

本市では、地域の実情実態に応じ
各小中学校では、自校の学区にお

ます。学校・学区の巡回をとおして、

「学校防災マニュアル」
の改訂整備

山形大学教職大学院の村山良之教授
から防災教育アドバイザーをお引き
つの小中学校からアド

受けいただいています。
今年度は

た効果的な安全体制の強化を目的に、
ける自然条件を踏まえ、想定される

名の地域学校安全指導員（スクー

生徒へ防災安全の講話をいただいた

自然災害に対して、発生前・発生時・

防災研修（温海中）

り、避難訓練の様子に対してご指導
けの研修会
も実施し、
学区内の自
然環境から
想定される
災害につい
て、ハザー
ドマップと
照らし合わ
せながら確
認し、それ

防災講話（広瀬小）

をいただきました。また、教職員向

バイザーの派遣依頼があり、児童・

₅

学校の生徒とともに西郷南洲

り」が確か

•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

「青少年育成センター」
が移転しました

鶴岡市青少年育成センターは、教育委員会との連携強化を図るため、

平成 年 月に鶴岡駅前マリカ東館 階から、社会教育課や学校教育課

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

がある、鶴岡市櫛引庁舎 階に事務所を移転しました。

当センターは、青少年の健全育成を図るため、定期的に街頭指導の実

施を行い、見守りや非行防止活動のほか、不登校、ひきこもり等、青少

年の健全育成に関わる相談窓口を設置しています。

主な事業として、花見やまつりの時期、夏季・年末年始・年度末の長

期休業中に街頭指導の実施や、各関係団体と協働しながら、有害図書や

インターネット上の有害環境等から青少年を守るための活動として、環

境点検活動「青少年を守る店運動」を行っています。また、防犯協会を

はじめとした関係団体と連携し、若者がよく出入りしている飲食店を中

心に巡回しながら、青少年の飲酒防止等の協力を依頼し、チラシを配布
する啓発活動を行っています。

これらの活動には、青少年育成センター育成委員として委嘱している、

民生児童委員、保護司、育成推進員、各小中高の生徒指導の先生方、Ｐ

ＴＡ役員の方、総勢１５７名の方々にご協力いただいています。当セン

ターの活動にご理解とご協力をいただいていることに、この場をお借り
して感謝を申し上げる次第です。

今後は、中学校卒業後に不登校やひきこもり、不就業等、困難を抱え

る若者の支援について、学校、家庭、地域、関係機関との連携のもと、

青少年の健全育成の取り組みを推進していきたいと考えています。

※問合せ先

鶴岡市上山添字文栄１００番地 （櫛引庁舎２階）

所

住

５７ ２-１０４

５７ ２-１０８（直通）

０１２０ ０
-２８ ２-３４
話

フリーダイヤル

電

Ｆ Ａ Ｘ

seishonen@city.tsuruoka.yamagata.jp

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

１５０年という節目の年にあ
翁と菅臥牛翁の「徳の交わり」

二日目は、鹿児島市立武中

たり、ＮＨＫ大河ドラマでは
に関する史跡や名所を訪れま

市長を表敬訪問し、歓迎と激
に受け継が

◇教育相談センター
○開所 月～金曜日
9：00～16：00
○電話 23－9351
○場所 マリカ東館₂階
◇青少年育成センター
○下記参照

₂

年は、明治維新から

「 西 郷 ど ん 」 が 放 映 さ れ、 鹿
ました。南洲墓地では、西南

める姿に、

励の言葉をいただきました。
れているこ

教育相談について

₂

平成

児島市は大変な盛り上がりを
士の墓前に立ち、鎮魂の祈り
三日目の帰鶴式にて感謝の

をささげてきました。
意を伝え、帰途につきました。

高温多湿の気候に戸惑いな

歓迎会では鹿児島市の方々の

とを実感し

がら、一日目は森博幸鹿児島 「 徳 の 交 わ

温かい人柄や食文化に触れ、

楽しいひと時を過ごしました。 ました。

桜島にて両市で記念撮影

として鹿児島市を訪問しました。 が竹馬の友のように交流を深

滞在期間中、両市の中学生

回鹿

月

名の庄内藩

戦争で戦死した

そのような節目の年に、鶴
名で、

日にかけて第

名と引率者

岡市内の各中学校より代表生

徒
日～

2

7

23

₃

児島市訪問中学生親善使節団

27

11

25

10

30

見せていました。

第23回鹿児島市訪問中学生親善使節団
①就学援助制度（小・中学校）
経済的な理由により児童生徒の
就学が困難な家庭に、学用品費や
給食費などを援助する制度です。
②特別支援教育就学奨励制度
（小・中学校）
特別支援学級に通うお子さんの
いる家庭を支援する制度です。
※問合せ先
学校教育課
電話 57－4865
（直通）

30

メ ー ル

平成31年３月１日

教育つるおか

3

時を超えて鹿児島の地で「 徳の交わり」 を実感

就学の援助について

世界最大の祭典が鶴岡にもやってくる
ホストタウン推進事業の取り組み

や文化交流を進めるため、昨年 月

に西川町を共同実施主体として追加
登録しました。

ます。ドイツは昨年も合宿を行った

ボッチャ、モルドバ共和国は「ウエ

イトリフティング」や「アーチェリ

ー」などの選手が来鶴する予定です。

○障害者スポーツの振興

ホストタウン事業の取組みについ

たスポーツ機会を提供し、共生社会

して障害者等のニーズや意欲に合っ

ボッチャ競技の受入をきっかけと
ては、モルドバ共和国大使による市

の実現を図ります。

これまでの取組み

内小・中学校での特別授業やモルド

○オリンピアン・パラリンピアンと

いても平成 年と 年にドイツの ス*
名を 受 け

入れ、相互の交流を行っている繋が

バワインを楽しむ会、ドイツ・モル

の交流

ザールラント州から、ボッチャの代

選手や関係者との交流により相手

○相手国との交流・本市の魅力発信

京オリンピック・パラリンピック競

ポーツユーゲント団員約

りからホストタウン事業を行うこと

ドバ両国との食や農業をテーマとし

一年後の二〇二〇年の夏には「東
また、東ヨーロッパに位置するモ

トプラント・ペレットストーブを整

表候補選手 人と同州障害者連盟会

となりました。

技大会」が開催され、世界一をかけ

備したことをきっかけとしています。

長、代表監督など計 人が来鶴し、

や食・農、産業などの魅力を発信し

会へ向けた機運の醸成を図ります。

日本人選手等との交流により、大

た交流事業などを開催してきました。
月 に は、 ド イ ツ・

ルドバ共和国の登録は、本市の企業

リンピック競技大会の開催効果を全

モルドバ共和国からはメダル獲得

パラリンピック本番に向けた事前合

ていきます。

ま た、 昨 年

が政府開発援助
（ＯＤＡ）で、ペレッ

国に波及させるために、国が推進し

が期待されるカヌー競技の合宿を希

宿が行われました。期間中は日本代

２０２０東京オリンピック・パラ

ているのが「ホストタウン構想」で

望されたことから、カヌー競技が盛

表選手も招いて公開試合を開催する
とともに、観戦した約２００名の市

リンピック・パラリンピックを東京

ホストタウン推進事業によってオ

国オリンピック・スポーツ委員会会
長・事務局長をお招きし、各種交流
事業や、事前合宿のための施設の視
察や、合宿受入の合意書の調印を行
いました。

今後の取組み

をお願いします。

（スポーツ課）

ので、市民の皆様のご理解・ご協力

つなげていきたいと考えております

だけのものにせずに地域の活性化に
また、昨年 月にはモルドバ共和

流対戦会を行いました。

民の方とボッチャ競技の体験会や交

国を知るとともに、本市の観光資源

す。オリンピックを契機に、大会参

んな隣の西川町と共同での合宿誘致

20

4

平成31年３月１日

₆

たアスリートたちの熱い戦いが繰り

「ホストタウン」って何？

24

広げられます。

₃

加国との間で人的・経済的・文化的
な相互交流を図り、地域の活性化や
スポーツ立国、グローバル化の推進、
観光振興等を推進することを目的と
しています。本市ではドイツ連邦共

₉

教育つるおか

*スポーツユーゲント団員…ドイツ国スポーツ連盟の青少年組織

₃

○事前合宿の開催

市内体育館でボッチャ交流対戦会を開催
市内体育館でボッチャ交流対戦会を開催

和国とモルドバ共和国の二か国につ
①H28.6.14 ドイツ連邦共和国登録
②H28.12.9 モルドバ共和国登録

₄

₆

両国の大会出場選手が合宿を行い

モルドバ共和国関係者による料理教室

いて国にホストタウン登録をし、オ
リンピック・パラリンピックの機運
を高めるとともに、食文化・観光等
の振興を推進し交流人口の拡大を目
指しています。
ドイツの登録は、日独スポーツ少
年から毎年数名

年団同時交流をきっかけとしていま
す。これまで昭和

の団員をドイツに派遣し、受入につ

51



明治１５０年記念事業

親子で戊辰の足跡を巡る
今から１５０年前の戊辰戦争にお
ける庄内の歴史を、市内の関連史跡
日に

めぐりにより再検証する「親子で戊
辰の足跡を巡る」が昨年₉月
組

開催されました。市内の小学１年生
～６年生までの児童と保護者

女性センター主催

﹁親子ふれあい教室﹂
女性センターでは、日常生活に必

参加者からは、楽しみながら伝統

工芸にふれることができた、貴重な

体験となったという声が聞かれ、中

には、講座の内容を自由研究として

まとめ、入賞したという嬉しい報告

今年も同時期に「親子ふれあい教

もありました。

を図るため、多様な学習活動を展開

室」を開催する予定ですので、皆さ

要な知識や技術の習得、福祉の向上
しています。今回は「親子ふれあい

んの参加をお待ちしています。

やのやかた」で昼食をとった後は、

地跡」を見学しました。越沢の「ま

「 瑞 芳 院 」 と 関 川 の「 戊 辰 の 役 激 戦

その後温海方面に向かい、鼠个関の

の概要や展示を見ながら説明を受け、

まず致道博物館で庄内の戊辰戦争

る、山越えの新政府軍の放火・今で

は、五十嵐茂久自治会長の説明によ

され、激戦の地であった関川地区で

また、庄内藩で唯一新政府軍に占拠

の重みに驚きの声を上げていました。

ながら実際に触らせていただき、そ

ており、齋藤元雄住職の説明を受け

向けて軍艦から発砲した砲弾が残っ

八六八）８月に新政府軍が鼠个関に

鼠个関の瑞芳院には慶應４年（一

トは、しなの木にしな織やしな糸を

ースターを作りました。オーナメン

学習し、その後、オーナメントとコ

しな織ができるまでの工程を映像で

ターを会場に行いました。はじめに、

しな織講座は、関川のしな織セン

実施しました。

ト・藤島地域のわら細工の３講座を

域のしな織・羽黒地域のまゆクラフ

に開催しています。昨年は、温海地

おうと、毎年７月下旬から８月上旬

夏休みの自由研究にも役立ててもら

あってもなかなか訪れることのでき

少し難しい内容でしたが、市内で

ンギンやウサギの置物を作りました。

きるまでを学び、まゆ玉を使ってペ

クラフト講座では、蚕からまゆがで

（中央公民館 女性センター）

教室」を紹介します。
「 親 子 ふ れ あ い 教 室 」 は、 共 同 体
験を通して親子がふれあう機会や鶴

湯 田 川 地 区 の「 新 徴 組 の 墓 地 」
、最

も家屋に残る刀傷・その後の関川の

岡の伝統工芸を学ぶ機会を提供し、

後に庄内戊辰戦争終焉の地
「致道館」

人々の苦難の生活の様子に親子で熱

貼って作りました。コースター作り

を訪れました。

心に耳を傾け、現在ののどかな風景

では、実際に織り機に座って機織り

の地を訪れ歴史を学びました。

館の本間豊学芸部長を講師にゆかり

人が参加し、公益財団法人致道博物

21
からは考えられない戦争の悲惨さを

ない史跡を訪れ、親子で一緒に学べ

わら細工講座では、今ではふれる機

を体験することができました。まゆ

たことは、心に残る思い出となった

会が少なくなった貴重なわらを使っ

感じ取っていました。

とともに、郷土の知識が深まる貴重

て、花瓶と馬の制作を行いました。

平成31年３月１日

教育つるおか

₅

しな織講座：織り機を使ったコースター作り

わら細工講座：親子でわらの馬作りに挑戦

鼠ヶ関 瑞芳院（砲弾をさわってみよう）

（社会教育課）
な機会となりました。

◀まゆクラフト講座の作品▶

22
10
関川 戊辰の役激戦地跡
（五十嵐自治会長さんの説明）

藤島ふれあい食センター サンサン

「全国学校給食甲子園」
山形県代表に！

給食に使用するため、生産者組織の

産地消の推進をしてきました。

「 サ ン サ ン・ 畑 の 会 」 を 設 立 し、 地

これまで、藤島・鶴岡産の野菜の

めると、７割前後の地産地消率（重

13

使用割合は₆割を超え、庄内産を含

地場産物を活かした自慢料理を競

量ベース）
となっております。豆腐・

味噌の大豆製品についても、地元産

回全国学校給食甲子園」が

開催され、今年度は鶴岡市から、藤

大豆を原料に、藤島地域内で加工さ

う「第

島ふれあい食センターとあさひ給食

れたものを使用しています。

鶴岡市は、山・川・海すべての自

センターが応募しました。全国の学

校または給食センターから１７０１

センターでは、豊かな食材の宝庫

然に恵まれ、四季折々に特徴のある

し、山形県代表に選ばれました。し

に生きる喜びを子供たちが味わえる

食文化があります。

かし、最終選考では、岩手県・福島

よう、成長期に必要な栄養を大切に

件の応募がある中、藤島ふれあい食

県の２施設が北海道・東北ブロック

しながら、家庭の食卓では見かけら

12

センターの献立が第２次審査を通過

の代表として選ばれ、残念ながら、

れなくなった郷土食や行事食を献立

に取り入れるなど、学校給食をとお

チームには残ることが

本選出場の

できませんでした。

（学校給食センター）

して、食と郷土愛を育んでまいりま

す。

「学校給食甲子園」山形県代表献立

今回応募した献立は、ゆかりごは

ん・だだちゃ豆

の味噌汁・いな

だの揚げ煮・切

干大根と小松菜

のナムルで、い

ずれも鶴岡市産

の食材を使用し

た地産地消メニ

ューです。

藤島地域では

年度のセ

ンター開設以来、

平成

地元食材を学校

14

多くの子どもたちに たくさんの本との出会いを
― 市立図書館

団体貸出のご案内 ―

鶴岡市立図書館では、子どもたちに小さい時からたくさんの本と出会って欲しいと願っています。そのため、
子どもたちの身近な場所に一冊でも多くの本を置いてほしいという思いで、団体貸出を行っています。
小中学校、幼稚園・保育園はもちろんのこと、乳幼児サークルや児童館など、子どもと関わるさまざまな団体
が対象です。申し込みは簡単で、所定の申込用紙に団体名や代表者名、本の保管場所等をご記入いただくだけ
です。
ご利用方法は₂通りあり、団体貸出専用の図書を年度末まで借りる方法と、通常貸出用の本を１ヶ月間借り
る方法があります。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。
○どんな本が借りられるの？
団体貸出専用の本は、絵本や紙芝居などの児童書だけですが、１ヶ月貸出の場合は、一般書も借りられます。
○何冊まで借りられるの？
１団体300冊が上限です。学校などのクラス単位の利用の場合は、１クラス50冊が上限です。
『リ－ドン』
『ヨンデール』
○いつ借りられるの？
₄月中旬頃からいつでも借りられます。ぜひ、ご来館ください。
○予約はできるの？
お電話、FAXだけではなく、ホームページの検索画面からも予
約可能です。なお、ホームページでの予約には、パスワードが必
要となりますので、事前にご相談ください。
○分館でも借りられますか？
各分館でも上限まで借りられます。
○団体貸出は子どもだけですか？
© Tsuchida Yoshiharu
地域のコミセン、職場など大人の団体にも貸出を行っています。
■問合せ先／鶴岡市立図書館（本館）
電話 25－2525
鶴岡市立図書館イメージキャラクター

◆本紙に関するご意見・ご感想をお寄せください。
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