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かねてよりお知らせしております、秋田県内に避難されている方々にご参加いただける交流会を開催いたします。

被災地の復興状況等の近況報告を聞くことができるほか、同郷の方との交流、様々な相談コーナーなども予定し、

生活の中の不安を少しでも軽くし、よりよい暮らしのための機会になればと願っております。是非ご参加ください。

【日時】令和元年１０月５日（土）

午前１０時３０分～午後２時

【場所】秋田県生涯学習センター ３Ｆ講堂ほか

（秋田市山王中島町１－１）

お問い合わせ先：秋田県被災者受入支援室

TEL０１８－８６０―４５０４

※詳細は近日中に案内を発送いたします。

第１４回

秋田県内避難者情報交換･交流会

■帰還相談

■健康相談

■福祉の相談

■くらしの相談

■ままカフェ＠AKITA

■大学生サポーターによる学習支援

他にもいろいろ盛りだくさん

「暮らしの展示会」作品募集！

上記交流会と同時に暮らしの展示会を開催します。

「暮らしの展示会」では秋田に避難された方々の「趣味」や「得意なこと」を展示します。

見る人はもちろん、見てもらう喜びを感じることで日々の生活がさらに張り合いのあるものにな

って欲しいという願いを込めて開催しています。

交流会に参加される避難者はもちろん、被災元市町村職員や支援者など多くの方が楽しみにして

います。展示会に作品を展示しませんか？

少しでも興味のある方は被災者受入支援室（０１８－８６０－４５０４）へご連絡下さい。
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開 館 日 ：毎週火～土曜日（日・月曜休館）

他、生涯学習センター休館日も休館します

開館時間：午前１０時～午後５時

住 所 ：秋田市山王中島町１－１（秋田県生涯学習センター３F）

℡ ：

秋田県避難者交流センターをご利用ください。

「おたがいさま掲示板」ご活用ください。

県児童会館

みらいあ

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

・新聞（岩手日報・河北新報・福島民友・福島民報）

・広報誌 ・各種書籍

・インターネット閲覧用パソコン、ネットワーク無線 LAN(Wi-Fi)
・秋田の情報誌 ・キッズスペース

・おたがいさま掲示板

（譲りたい物、譲って欲しい物を掲示）

「譲ってください。」「譲ります。」それが『おたがいさま掲示板』です。

皆さまからお寄せいただいた声を、避難者交流センター内に掲示し、譲り合いのお手伝いをします。

交流センターに掲示中

○水切りカゴ

○女児服 ７０～９０ｃｍ

○男児デニムパンツ １５０ｃｍ

○そろばん

○フォトアルバム５冊組（ハローキティ）

○１ドア冷蔵庫

※こちらは秋田県内の

提供者宅まで取りに行ける方限定です。

○食器棚２種類

○チェスト２種類

～ゆずります～

避難者交流センターは、現在5名の相談員が当番制で在室し

ております。裏表紙のカレンダーにて当番相談員をお知らせ

しています。

お気軽にお立ち寄りください。

交流センターより

○注意事項○

・譲りたい物がある場合は、現物を持ってくるのではなく、写真

または画像データをお持ちください。

・金銭のやりとりはご遠慮ください。

○自転車２０インチ 女児用

○大人用自転車２４・２６・２７インチ

○都市ガス用 湯沸かし器

〇ラジカセ（２台）
○八橋小学校 体操着（１４０ｃｍ以上）

○泉中学校 体操着

○ 〃 制服・女子

・ジャケット ９号以上

・スカート ｗ７０ｃｍ前後・夏冬

○男児服 １００ｃｍ～１２０ｃｍ

○女児服 １２０ｃｍ～Ｍサイズ

○冬用ブーツ メンズ２８ｃｍ

○男児靴 １７ｃｍ

○スキー用グローブ メンズ・レディース

○スニーカー メンズ ２８ｃｍ

○メンズ服 Ｌサイズ

～ゆずってください～

詳細は被災者受入支援室

(018-860-4504)までお問い

合わせください！
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ゆっくりと雑誌を読んだり、編み物や裁縫に熱中したり、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しんだり、

各々好きなことをして過ごしています。

普段の忙しさから抜け出して、一緒に穏やかな時間を過ごしましょう。

交流センターには毛糸やかぎ針、裁縫道具やミシンもあります。

どうぞお気軽にお立ち寄りください(^_^)

これまでの累計 枚！

心のこもったぞうきんは、たくさんの方のお役に立っています。

多くの方のご参加をお待ちしています!!

９月・１０月
ちくちくの会

【 開 催 日 時 】 令和元年 ９月 １９日（木） 午後１時３０分～３時３０分

（お好きな時間にお越しください。）

【 参 加 料 】 無料

【 サ ー ク ル 名 】 お茶っこタイム「いいねが♪」

令和元年 ９月 ５日（木）．１２日（木）．１９日（木）．２６日（木）

１０月 ３日（木）．１０日（木）．１７日（木）．２４日（木）．３１日（木）

午後１時～４時 お好きな時間にお越しください

【 開 催 日 時 】 令和元年 ９月 １８日（水） 午後３時１５分～４時３０分

（皆さん一緒に開始します）

【持 物】 木工用ボンド

【定 員】 ８名

【参 加 料】 ５００円（材料とコーヒー代）

【申 込 期 限】 令和元年 ９月１１日（水）

【開 催 者】 シュガーアートサロン秋田 （アトリエ）岩渕加代子

コーヒー＆ニット ＩＶＹ 高畑美幸

【申 込 先】 秋田県被災者受入支援室 ０１８－８６０－４５０４

十五夜の飾りを作りませんか？

不器用な人も先生が丁寧に教えてくれるので大丈夫です。美味しいコーヒーもありますよ♪

支援相談員と一緒にお茶を飲みながら、ゆっくりとぞうきんを縫いませんか？

皆さまに心を込めて作っていただいたぞうきんは、被災３県などにお届けしています。

ぞうきんの他にも「タオルずきん」「タオルで作るあずま袋」も作ることができます♪

材料はこちらで準備します。どうぞお気軽にご参加ください。

作品テーマ 【うさぎの餅つき】

ピョンピョン跳ねながら餅つきするうさぎたちを作ります♪

９月

お茶っこタイム
いいねが♪

９月
ソフトねんど講座

ゆっくり会話

でもいいねが♪

※『いいねが♪』は秋田弁で「いいじゃない♪」を意味します。

好きなことをして過ごしましょう♪
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皆さまが毎日を快適に過ごせるように、健康相談や育児相談などを行っています。

その場で血圧測定もでき、生活の相談にも丁寧に応じます。

【開催日時】令和元年 ９月 １９日（木）午後１時～４時

【相 談 員】在宅保健師（ゆずり葉の会）

保健師による相談会も開催します！～ご自身の体調管理をしましょう。血圧測定はいかがですか？～

『ソフトねんど展示会』開催決定 展示作品募集！
平成２４年にスタートした「ソフトねんど講座」が今年の７月で第４０回を迎えました。

現在も変わらず支援してくださっている講師の岩渕さんと高畑さんの協力をいただき、ソフトねんど展示会を

開催することになりました。自宅に眠っている作品に込めた当時の思いを振り返る機会です♪

展示会に参加しませんか？

開催日時：令和元年１１月９日（土）午前10時 ～ １１月１０日（日）午後３時まで

展示会場：秋田県ゆとり生活創造センター『遊学舎』研修室（秋田市上北手荒巻字堺切２４－２）

「こころの寄り添い相談会」開催のご案内

交流サロン（in 大仙市）毎月第 4日曜日開催

横手・湯沢避難者交流サロン

秋田県避難者交流センターにて、保健師による『こころの寄り添い相談会』を開催しています。

相談内容は厳守しますので、安心してご利用ください。

保健師がお待ちしています

※ 終了時間の３０分前までにお越しください。

※ 静かにお話ししたい方には、個室をご用意します。

【お問合せ先】事務局 秋田県南NPOセンター（担当 今） 〒013-0046 横手市神明町1-9

TEL 0182-33-7002（毎週木曜日休館） FAX 0182-33-7038 メール konkon@biscuit.ocn.ne.jp

県南地域にお住まいの方が集える交流サロンです。

避難されてきた方同士、ふるさとへの思いを語り合ったり、また地域の支援サポーターから情報を得たり、県南地域で安心し

た生活を送るお手伝いをします。参加された皆さまが楽しめる講座も開催しますので、どうぞ、お気軽にお越しください！！

【場 所】横手市高齢者センター内１F
（横手市条里二丁目２番５２号 ℡ ０１８２－３３－２００２）

【時 間】午前１０時～午後３時

【開催日】令和元年 ９月 ２０日（金）

１０月 １８日（金）

【利用方法】 ・駐車場は合同駐車場をご利用ください。

・開館時間内は自由にご利用できます。

（日によりイベントが開催されますが、参加しなくてもご利用できます。）

・交流サロン内は飲食できます。

・県南以外にお住まいの方もどうぞご利用ください。

展 示 会

対象作品：「ソフトねんど講座」に参加し作成したお子さんの作品

※令和元年１０月１１日（金）までに作品を避難者交流センタ－へ持参してください。

（展示会終了後の引渡も避難者交流センターとなります）

猛暑が過ぎた途端に、秋の気配で朝晩肌寒く感じられるようになりました。気候の変動に、ついていくのが大変です。さ

て、今月9月の交流サロンは、施設の都合により、「お休み」となります。次回は、10 月の第4日曜日を予定しており

ます。 10月は、例年の通り、体験ツアーを企画いたしますので 楽しみにお待ちください。申込チラシは、10月はじ

めに、 掲載する計画でおります。

【10月の体験ツアー】にご期待を！

連絡先 大仙フレンズ（事務担当；高橋）

TEL 090-9670-2852

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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・芝童森住宅 ４戸

・萩の台住宅 ２戸

・獅子ヶ森住宅 ２戸

・花岡改良住宅 １戸

秋田県内でお住まい・お仕事をお探しの方へ

東日本大震災により本県に避難されている方が、秋田県営住宅へ入居を希望する

際には、次のとおり優遇措置が適用されます。

なお、入居する際は所得状況に応じ家賃等がかかります。

〔主な優遇措置〕

１．入居決定に係る公開抽選の優遇について

対象となる方は、公開抽選における当選確率が２倍に引き上げとなります。

２．「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象者の入居について

対象となる方は、収入要件や住宅困窮要件が緩和される場合があります。

※「居住実績証明書」の申請等や必要な場合は、避難元市町村へお問い合わせください。

美の国あきたネット

「組織別一覧」→「建設部」→「建築住宅課」→「県営住宅の空き家情報」

お問合せ先 仙北地域振興局 建設部

℡0187-63-3113

・朝日が丘住宅 １戸

由利本荘市

大仙市

横手市

秋田市

大館市

能代市

湯沢市

にかほ市

・只今、募集はありません。

男鹿市

潟上市

・手形山２号住宅 １戸

・御野場住宅 ５戸

・新屋住宅 ２戸

・桜ガ丘住宅 １戸

・土崎港住宅 １戸

・ＮＴ御野場住宅 １戸

・大野住宅 ３戸

・手形山１号住宅 ３戸

・南ヶ丘住宅 １戸

・手形山１号住宅 ３戸
（特公賃）

お問合せ先 秋田地域振興局 建設部

℡018-860-3490

只今、募集はありません。

募 集 締 切 ９月 １０日

(1月を除き毎月 1日までに公表)
抽 選 日 ９月 １３日

入居可能日 １０月 １日

お問合せ先 (一財)秋田県建築住宅センター
℡018-836-7850

只今、募集はありません。
募 集 締 切 ９月 １０日

抽 選 日 ９月 １３日

入居可能日 １０月 １日

お問合せ先 北秋田地域振興局 建設部

℡0186-63-2531

募 集 締 切 ９月 １０日

抽 選 日 ９月 １３日

入居可能日 １０月 １日

お問合せ先 北秋田地域振興局 建設部

℡0186-63-2531

募 集 締 切 ９月 １３日

抽 選 日 ９月 １８日

入居可能日 １０月 １日

お問合せ先 仙北地域振興局 建設部

℡0187-63-3113

只今、募集はありません。
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秋田県福祉保健人材・研修センター

～介護人材マネージャーがあなたの就業をお手伝い～

■■このような方の個別相談をお受けします■■

■■このような内容のお手伝いをします■■

２０１９年度 9月～１２月

ハロー

ワーク
電話番号 ９月 １０月 １１月 １２月

大館 0186-42-2531 26 (木) 24 (木) 28 (木) 2６ (木)

能代 0185-54-7311 12 (木) 10 (木) 14 (木) 1２ (木)

秋田 018-864-4111 17 (火) 29 (火) 26 (火) １７ (火)

男鹿※ 0185-23-2411 13 (金) 11 (金) 8 (金) 1３ (金)

本荘 0184-22-3421 19 (木) 17 (木) 21 (木) １９ (木)

大曲 0187-63-0335 10 (火) 8 (火) 12 (火) 1０ (火)

角館 0187-54-2434 25 (水) 23 (水) 27 (水) 2５ (水)

横手 0182-32-1165 17 (火) 15 (火) 19 (火) 1７ (火)

湯沢 0183-73-6117 12 (木) 10 (木) 14 (木) 1２ (木)

団体名／秋田県福祉保健人材・研修センター （社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会）

介護人材確保対策事業担当 TEL 018-864-3161・2880
〒010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 秋田県社会福祉会館５Ｆ

〇介護職への転職を考えている方や定年退職後のチャレンジを考えている方

〇福祉の仕事に興味がある方

〇以前に福祉関係の仕事に就いたことがあり、再就職を考えている方

〇福祉や介護の資格について知りたい方

〇福祉や介護の仕事内容の紹介

〇資格の種類や取得方法

〇秋田県福祉人材無料職業紹介所のご案内

〇就職活動に役立つ情報の提供…など

どなたでも

安心して、

ご相談いた

だけます。

お気軽にご相談

ください。

午前１０：００～１２：００

午後１３：００～１５：００

※男鹿会場のみ午前中

セミナー▶10:00～10:30

個別相談▶10:30～12:00

申

込

み

ご希望のハローワーク（総合案内）

にお電話で申し出ください。

（当日も可能）

時

間

相 談 日
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■掲示板 ◎福島県からの避難者を支援する連絡協議会からのお知らせ

大 学 生 サ ロ ン

避難されている親子を対象に、来年３月まで毎月１回「大学生サロン」を開催します。

９月・１０月 の大学生サロンは

【 主 催 】 福島県からの避難者を支援する連絡協議会

【 お 申 し 込 み 期 限 】 開催日の前日まで

【お問合せ・お申し込み先】 秋田県被災者受入支援室 ０１８―８６０－４５０４

小中学生を対象にした学習支援です。宿題のお手伝い・丸付け

などのサポートもします。支援サポーターの大学生と学習を通

して交流しませんか？お気軽にお申し込みください！

避難生活のことはもちろん、日々の困りごと、子育ての悩みや不安など、さまざまな

ご相談に応じます。個人情報は厳守します。

東日本大震災により広域避難されている方のための

相談窓口です。皆さまの悩みや不安に、

特定非営利活動法人あきたパートナーシップ
のスタッフがていねいに対応します。

住 所 秋田市上北手荒巻字堺切２４－２ 遊学舎内

T E L ０１８－８２９－２１４０

アドレス info2340@akita-partnership.jp

時 間 １０:００～２１:００

開 設 日 月曜日～金曜日

１０月５日(土)１０：３０～１２：３０ 生涯学習センター５Ｆ和室

※秋田県内避難者情報交換・交流会と同時開催です。

秋 田 de Handmade Market第１４回

東日本大震災の影響で秋田県に避難してきた方達の手作り作品展示販売です。

コーヒー＆ニットＩＶＹの店主髙畑さんのご支援で今回が１４回目となりました。

長引く秋田の生活の中で、手作りを通して社会貢献や生きがい、やりがいを見つけていただきたいといった

気持ちを込めて開催しています。

期 間： 令和元年 ９月 ２日（月）～

令和元年 ９月２９日（日）

１０：００～１７：００【水土日祝日休み】

※９月２９日は「ならやま日曜はしご市」の為９：００―１４：００営業

場 所： 秋田市楢山登町３－１３

T E L：０９０－２２７８－８６１９（髙畑）

AdHM

ＩＶＹ地図

秋田 de Handmade Market

皆さまのご来場を

お待ちしております♪

９月２１日(土)１３：３０～１５：３０ 避難者交流センター

mailto:info2340@akita-partnership.jp
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1 2 3 小池相談員 4 松田相談員 5 村上相談員 6 只野相談員 7

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

【避難者交流センター休館日】

「水遊び交流会」

13:30～16:30

（秋田市 旭川上流）

8 9 10 菊地相談員 11 小池相談員 12 村上相談員 13 只野相談員 14 小池相談員

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

15 16 敬老の日 17 18 松田相談員 19 小池相談員 20 只野相談員 21 菊地相談員

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 「ソフトねんど講座」

15：15～16：30

（避難者交流センター）

「保健師による定期相談会」

「ちくちくの会」

13：00～16：00
「お茶っこタイムいいねが」

13:30～15:30

（避難者交流センター）

「横手・湯沢

避難者交流サロン」

10:00～15:00

※ハンドメイド教室

13:00～15:00

※保健師相談会

（横手市高齢者センター）

「大学生サロン

学習支援」

13:30～15:30

(避難者交流センター)

22 23 秋分の日 24 25 松田相談員 26 村上相談員 27 菊地相談員 28 只野相談員

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】
K

「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

29 30 10/

1

2 3 4 5

【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和元年 ９月 ５日 第９４号

秋田県企画振興部総合政策課被災者受入支援室

〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

電話 ０１８－８６０－４５０４

E-mail：hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp

やってきました、まっていました味覚の秋、食欲の秋！

年中食べ物が美味しいと感じる私ですが、秋はまた格別♪

ささんまは脂ののりが違う！と思いきや解凍さんまなんてことも

ありますが、私の好きな秋の味覚は「栗」と「さつまいも」です。

「栗」は大きめの栗を使いマロングラッセを作ります。完成まで

の日数は４日。手を掛けた分さらに美味い！けど、ご注意下さい、

ほおばると喉につまります。

「「さつまいも」はパイかスイートポテトを作ります。パイは

ななかなか上手にできますが、スイートポテトは『ながい菓子店』

には勝てません。

こみなさんも美味しい秋の味覚を探してみて下さい♪（松田）

フリートー
ク


