近年栽培が拡大している
中玉トマト
「シンディースイート」

お知らせ
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山形県村山総合支庁

「紅花まつり」に出かけませんか？

今月の目次

紅花は“半夏ひとつ咲き”と言い、夏至から数えて１１日目の半夏生の日、
青々とした紅花畑に一輪の花が開き、これを合図に一気に鮮やかな黄色の紅花
畑に変わります。そしてこの時期は、村山管内の各地で紅花まつりが開催され
ます。山形県の花、「紅花」を楽しみに出かけてみませんか。
○山形紅花まつり ７月９日（土）、１０日（日）
山形市高瀬地区
○河北町紅花資料館べに花まつり ７月９日（土）、１０日（日）
河北町紅花資料館
○おくのほそ道天童紅花まつり ７月２日（土）～１０日（日）
天童市上貫津紅花畑
（地域産業経済課観光振興室 023-621-8444）

「紅花と『おもひでぽろぽろ』パネル展」
映画「おもひでぽろぽろ」の舞台のモデルになったのが山形市の高瀬地
区。同作品の中では、山形と紅花が重要な役割を果たしています。山形市の
山形まるごと館 紅の蔵ではパネル展を開催。公開から２５周年を迎える、
なつかしい山形のワンシーンを振り返ってみてはいかがですか。
○企画展示「紅花と『おもひでぽろぽろ』パネル展」
６月２日（木）～７月１８日（月祝）山形まるごと館 紅の蔵
（地域産業経済課観光振興室 023-621-8444）

にぎわっています！「てっぽう町青空市場」
５月から１２月までの毎月第１、第３日曜日に、
村山総合支庁正面東側駐車場で「てっぽう町青空市
場」を開催しています。午前８時～9時開催の朝市
ですが、生産者の顔が見える直売として好評で、今
年で１６年目となりました。
５月１日に行ったオープンセールでは、トマト・
スティックブロッコリーなどの新鮮な野菜、ウド・
ワラビ・タケノコといった旬の山菜、季節の花や自
慢の加工品がたくさん揃い、来場者に大変好評でし
た。
まもなく、キュウリ・ナスなどの夏野菜や、さく
らんぼ・スイカなどフルーツが美味しい季節がやっ
てきます。生産者とのふれあいも楽しい「てっぽう
町青空市場」にぜひお越しください。
（農業技術普及課

023-621-8293 ）

オープンセールの様子

【８月までの開催日程】
６月５日、６月１９日、
７月３日、７月１７日、
８月７日、８月１４日※、８月２８日
※８月１４日はお盆セールを予定しています。
８月の開催は第１、第２、第４日曜日ですのでご注意
ください。
開催時間 午前８時～９時
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シリーズ

～むらやまの若人（わこうど）たち～Vol.45

～
百合子さん

～ シニア世代の食生活自立をめざして
一般社団法人ゆにしあ代表

池田

（管理栄養士・認知症ケア専門士）

問合せ先 ０２３－６６６－６２４４
（一般社団法人 ゆにしあ）先

シ

新緑が眩しい４月下旬、山形市沼の辺近くの自宅兼事務所「uni・sia（ゆに
しあ）」を訪ねた。「uni・sia」には、「垣根がなく(universal)」「しあわ
せ」につながってほしいという願いを込めたと熱く語る池田さん。特別養護老
人ホームに勤務しているとき、利用者が自宅でどんな食生活をしているのかが
気になっていたという。平成２３年４月に事業を立ち上げ、在宅療養者の食事
面を支援したいと考えたが、当初は全く依頼がなかった。その間、在宅療養者
の状況調査を行ったり介護予防講座を開催したりもしたが、家族のニーズとは
結びつかなかった。
そこで、対象を介護が必要な人から介護サービスを受ける前の方や受け始め
の方に移し、シニア世代の食生活自立支援を試してみようと考え、平成２７年
から要支援１，２の人と一緒に買い物に行き、一緒に調理をするなどの支援を
始めた。「できた」という喜びが本人の自信につながり、何より「自分のでき
ることは自分でやろう」という前向きな気持ちに変わっていったことが嬉しい
と話す。その実績が認められて、平成２８年４月から山形市の新事業「おいし
く栄養あっぷ訪問」として委託されることになった。「元気なシニアから自立
してもらおう」というこの試みは、山形市内在住の６５歳以上の方なら要支援
の認定がない方も利用可能であり、新しいサポートのあり方として全国的に注
目されつつある。まずは県内の他市町にも広げて事業の内容を知ってもらいた
いと力強く話す言葉が印象的だった。
（子ども家庭支援課 023-627-1153）

● 村山地域森づくり掲示版 ●
【県民の森シーズンイン！】
4月29日（金）、オープニングイベントの開催とともに県民の森が開園し、たく
さんの方が春の森林を楽しみました。
主会場の森林学習展示館周辺では、クラフト教室や、丸太切り体験、竹馬・コマ
回しなどの昔遊びができるブースが並び、子ども達で賑わっていました。また、出
店では、山辺高校生徒による森をイメージし抹茶を練り込んだ手作りパンが販売さ
れ、即完売となりました。恒例の緑のプレゼントは、西洋シャクナゲが手渡され、
受け取った人に緑の大切さを伝えました。天童市から参加した児童は「丸太伐りが
（森林整備課 023-621-8285）
楽しい。もっといっぱい伐りたい。」と笑顔を覗かせていました。
県民の森では、11月30日まで様々なイベントを開催しながら、森の楽しさ・大
切さを伝えていきます。
【県民の森 イベント紹介】
県民の森では、老若男女問わず楽しめるイベントをご用意しています。
ここでは、８月上旬まで決定している主なイベントを御紹介します。
定員もありますので早めの予約をお願いします。
「大人も子どもも森に夢中になろう♪」
（森林整備課 023-621-8248）
日にち
6.19
（日）
7.16
（土）
7.30
（土）
8.7
（日）

イベント・内容
ゆべし笹巻きをつくろう
山百合の咲く季節、森の香りや風
を感じ、自然の癒しを体験
自然の染料で染めた（草木染め）
マイバッグをつくろう
森の素材を使って昆虫をつくろう

定員
どなたでも
15名
大人
１５名
どなたでも
１５名
子ども・親子
１５名

参加費
１人８００円
５００円
小さなお土産付き
１作品５００円
１作品２００円～
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夏の省エネ県民運動実施中！（6月～9月まで）
地球温暖化防止に向け、無理のない範囲で省エネの取組みをお願いします。
運動期間中は、次のような企画があります。県のＨＰに詳しく掲載していま
す。是非ご応募ください。
●やまがたエコスマイルコンテスト
省エネ・節電にまつわる標語、川柳、ポスターを募集します。
●家庭のアクション
家庭での節電の取組みを報告すると、抽選で景品が当たります。２０３０
年度に温室効果ガスの排出量を２０１３年度比で２６％削減するため、日本
が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品を購入するなど「賢い選択」を行ない
ましょう。
（環境課 023-621-8424）

● 山形県知恵袋委員会 ●
県では、様々な立場での長
年の経験に基づいた知恵や知
識を県政に反映させていくた
めに、知恵袋委員会を設置し
ています。
5月10日、県庁講堂で知事
から委員の方々に委嘱状を交
付しました。8月8日に村山総
合支庁長を座長とし、委員会
を開き県政に関わる地域の課
題等について、意見や提案を
いただきます。

委嘱状が交付されました

平成28年度山形県知恵袋
委員（村山地域）
阿部 潤子 さん （山形市）
越後 恵美 さん （山形市）
金子 惇子 さん （上山市）
日下部 由美 さん（河北町）
奈良崎 美雄 さん（朝日町）
菅野 誠治 さん（尾花沢市）
鈴木 文雄 さん（尾花沢市）

委嘱状交付式にて

（総務課 023-621-810６）

知事と語ろう市町村ミーティング in天童 inかみのやま が開催されます
県民との対話を積極的に進め、県政への理
解と協力を得るとともに、県民や市町村の声
を活かした県民のための県政を推進するため
に実施しています。
６月２３日に天童市、６月２８日に上山市
において開催されます。各市民の方はどなた
でも参加できますので、ぜひ足をお運くださ
い。（天童市は申込要）
２７年度 in大石田にて

お知らせ

天童市：６月２３日（木）
午後１時３０分～
市民プラザ
（先着２００人：申込要）
上山市：６月２８日（火）
午後１時３０分～
三友エンジニア体育文化センター
エコーホール
（託児あり（先着１５人）申込要）

（総務課 023-621-8106）

総合運動公園のローラーすべり台が新しくなりました

天童市の山形県総合運動公園内にある「ローラー滑り
台」のローラーが回転せず、平成２６年６月から使用禁止
にしておりまして、大変ご迷惑をおかけしました。
平成２８年３月に新しい滑り台が完成し、現在ご利用い
ただいております。全長４５ｍのとても長い滑り台ですの
で、迫力満点です。
また、屋内プール西側の健康遊具についても新しくなり
ましたので、是非遊びに来てください。
（都市計画課

０２３－６２１－８１９５）

新しくなった健康遊具

全長４５ｍのローラーすべり台
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６月７日（火）エイズ夜間相談を開催します
６月１日～７日は「ＨＩＶ検査普及週間」です。日本
のＨＩＶ感染者・エイズ患者新規報告数は1,500人程
度で推移しており、依然高い水準にあります。
村山保健所では、本週間の一環として「エイズ夜間相
談」を開催します。検査はすべて無料・匿名で受けられ、
結果も当日にお伝えします。この機会に、学校やお仕事
の帰りに検査を受けてみませんか？
日時：６月７日（火）
午後１時～午後８時まで
場所：村山保健所３階 相談室
内容：エイズ相談（面接）
ＨＩＶ迅速血液検査
※事前予約制です。

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」
ヤング街頭キャンペーン
最近、覚せい剤使用の事件が多発しています。
また、危険ドラッグを使用し、けいれんや呼吸困難等
を起こして死亡する事件もあり、大きな社会問題となっ
ています。
若者たちが危険な薬物に手を出すことのないよう、
街頭キャンペーンを実施します。
◎日時：平成２８年６月２５日（土）
午後１時３０分から
◎場所：イオンモール山形南

（村山保健所保健企画課
医薬事室
℡ 023－627-1248）

（村山保健所保健企画課
感染症予防担当
℡ 023-627-1117）

お肉はよく焼いて食べましょう！

6月23日から29日は「男女共同参画週間」です

お肉には、腸管出血性大腸菌（O157やO111など）やカ
HG丸ゴシックM－PRO
ンピロバクターなど食中毒の原因となる細菌が付着している
９ポイント
ことがあり、梅雨から夏にかけて注意
が必要です。
「新鮮だから生でも安全」
は間違いです。子供や高齢
者が生肉を食べ、食中毒に
なった場合は重症化しやす
いので特に危険です。
バーベキューの際は、火
加減に注意して、生焼けに
ならないようにしましょ
う。また、生肉をつかんだ
トングや箸などで、焼けた
肉をとらないようにしま
しょう。

キャッチフレーズは、「意識をカイカク。男女でサン
カク。社会をヘンカク。」です。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と
能力を発揮でき
る「男女共同参画
社会」を実現する
ために、この期間
に私たちのまわり
の男女パートナー
シップについて考
えてみましょう。

（村山保健所 生活衛生課
℡ 023-627-1254）

（村山保健所
子ども家庭支援課
℡ 023-627-1152）

平成28年6月19日以後の国政選挙の公示日から 選挙権年齢が18歳以上になります
選挙権年齢が、満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。これにより平成

明日へ届け。

28年夏に予定されている参議院議員通常選挙から、いわゆる「18歳選挙権」が適用され

一緒に投票。

る見通しとなりました。
将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れるために引き下げられます。
全国で約240万人、山形県では約2万人の１８歳・19歳の方が新たに投票できるように
なります。
（総務課 ℡ 023-621-8107）

６月は、６月１日の
バラまつり２０１６（村
山市）を皮切りに、各地で花まつりが始
まります。ゆめタネ＠さがえなどのイベ
ントも盛り沢山！どれに行こうかな？

■発行元■
村山総合支庁総務企画部
総務課 総合相談担当
Tel. 023-621-810６

村山総合支庁ニュースは、山形県のホーム
ページからも ご覧 いただけます。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/
murayama/301001/murayamanews.html

