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オカリナ

コンサート

秋田県ゆとり生活創造センター遊学舎での

イベント開催のお知らせ

上記交流会会場にて、「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

ってほ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、地域の方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。

３．１１

語り継ごう in あきた２０２０

令和2年

３/１１（水）

１３:００～１６:００

「３．１１ あの日を忘れない･･･」

東日本大震災からまもなく９年が経とうとしています。

震災をきっかけに秋田で生活を続けていらっしゃる皆さま、地域の方たちと一緒に３．１１を過ごしませんか。

さまざまなイベントの他、地元の子どもたちと大空に向けて風船を飛ばします。ぜひ足をお運びください。

「暮らしの展示会」作品募集！

お問い合わせ・お申し込み先

特定非営利活動法人あきたパートナーシップ TEL ０１８－８２９－２１４０

または 秋田県被災者受入支援室 TEL ０１８－８６０－４５０４

詳細は後日郵送します

ほっとほっと

サロン

黙祷

・

希望の風船

香りで元気に！

アロマレッスン

POLAによる

健康講座
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開 館 日 ：

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（貸出図書あります）

・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）

○自転車１６インチ 女児用(補助輪付き)
○食器各種（カップ＆ソーサーなど）

～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～

○レディース服 Ｍサイズ

○メンズ服 Ｌサイズ

○冬用ブーツ 男女１８ｃｍ～

○スキー用手袋 幼児・メンズ・レディース

○スニーカー 男女１８ｃｍ～

○敷布団シーツ（４枚）

～ゆずってください～

お譲りできるもの、

うちにもあるわ！
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全国避難者情報システムについてのお願い

今お住まいの市町村に届け出されている

「全国避難者情報システム」の情報に変更など

ございませんか？

「全国避難者情報システム」とは、避難された方から、避難先の市町村へご自身

に関する情報を任意にご提供いただき、その情報を避難元の県や市町村へ提供す

ることで、避難されている方へ様々な情報提供等を行うシステムです。

※この「スマイル通信」は提供された情報に基づき送付しています。

【連絡先市町村一覧】（※令和元年度現在）

□ 姓や住所、連絡先等が変わる
→ 避難先（現在お住まいの）市町村へ

「登録内容変更」の連絡をしてください。

□ 避難先の市町村が変わる
→ ①今までお住まいだった市町村へ

「登録解除」の連絡をしてください。

②新たな転居先の市町村へ

「新規登録」の連絡をしてください。

□ 避難を終了する
→ 登録している市町村へ

「登録解除」の連絡をしてください。

※ご不明な点などございましたら秋田県被災者受入支援室

（０１８－８６０－４５０４）までお問い合わせください。

市町村名 担当部署 電話番号

秋田市 総務部 防災安全対策課 018-888-5434

能代市 市民福祉部 福祉課 0185-89-2152

横手市 市民生活部 生活環境課 0182-35-4099

大館市 総務部 危機管理課 0186-43-7100

男鹿市 総務企画部 総務課 0185-24-9113

湯沢市 市民生活部 くらしの相談課 0183-73-2115

鹿角市 総務部 総務課 0186-30-0299

由利本荘市 総務部 危機管理課 0184-24-6238

潟上市 総務部 総務課 018-853-5301

大仙市 総務部 総合防災課 0187-63-1111

北秋田市 総務部 総務課 0186-62-6602

にかほ市 総務部 防災課 0184-43-7504

仙北市 総務部 総務課 0187-43-1111

三種町 福祉課 0185-85-2190

八峰町 総務課 防災まちづくり室 0185-76-4666

美郷町 総務課 0187-84-1111

羽後町 総務課 0183-62-2111
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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(^_^)

【 開 催 日 時 】 令和２年 ２月 ２０日（木） 午後１時３０分～３時３０分

【 参 加 料 】 無料

【 サ ー ク ル 名 】 お茶っこタイム「いいねが♪」

令和２年 ２月 ６日（木）．１３日（木）．２０日（木）．２７日（木）

３月 ５日（木）．１２日（木）．１９日（木）．２６日（木）

午後１時～４時 お好きな時間にお越しください

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。

２月

お茶っこタイム
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♪

２月・３月
ちくちくの会

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!!

【 開 催 日 時 】 令和２年 ３月 ２５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２年 ３月１９日（木）

【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

干支「ねずみ」を作ります♪

ソフトねんど講座
１月開催のソフトねんど講座は都合により３月開催となりました。

縁起の良い干支の置物を一緒に作りましょう♪
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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２年 ２月 １３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？～

「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２年 ２月 ２１日（金）AM茶道体験 PMおしゃべりタイム

※３月のサロンはお休みです！

「いつも！そばにいるよ！」寄り添う思いでつながる輪！
雪の積もっていない冬！半世紀以上生きてきた私にとっても、初めての経験と記憶します。喜んでいいもの

かどうか、ただ、年寄りの私にとっては、有り難いことです。温暖化か否かはわかりませんが、最近の気象は

異常なことばかりです。備えあれば憂いなしのごとく、自然と上手に付き合い、楽しみましょう。

【2月の交流サロンの日】

【日 時】 令和 2年 2月 23日（日）

午前10時～午後 3時

【場 所】 地域交流センター「はぴねす大仙」

【小教室】 「絵手紙教室」

冬らしさを感じない最近の天気！

季節感を絵手紙に託しましょう！

【昼食代】 大人 200 円（小学生以下無料）

準備の都合があります、連絡ください

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）
TEL 090-9670-2852

「はぴねす大仙」

大仙市幸町2-70

電話 0187-88-8722

はぴねす大仙

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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・芝童森住宅 ５戸

・獅子ヶ森住宅 ２戸

・花岡改良住宅 ２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」

・朝日が丘住宅 ２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

お問合せ先 秋田地域振興局 建設部

℡018-860-3490

募 集 締 切 ２月 １０日

(1月を除き毎月 1日までに公表)
抽 選 日 ２月 １３日

入居可能日 ３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 ２月 １０日

抽 選 日 ２月 １２日

入居可能日 ３月 １日

お問合せ先 北秋田地域振興局 建設部

℡0186-63-2531

・船場町住宅 ２戸

只今、募集はありません。

・手形山２号住宅 ３戸

・御野場住宅 ８戸

・新屋住宅 ２戸

・桜ガ丘住宅 １戸

・大野住宅 ３戸

・手形山１号住宅 ３戸
（特公賃）

お問合せ先 仙北地域振興局 建設部

℡0187-63-3113

募 集 締 切 ２月 １０日

抽 選 日 ２月 １２日

入居可能日 ３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 ２月 １２日

抽 選 日 ２月 １４日

入居可能日 ３月 １日

お問合せ先 仙北地域振興局 建設部

℡0187-63-3113
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分野 訓練科名 募集期間 訓練期間 定員 訓練実施施設

介護
介護福祉士養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月 ４日（水）

令和２年 ４月 ７日（火）～

令和４年３月中旬頃

１０

名

日本赤十字秋田短期大学

（秋田市上北手）

保育

保育士養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月 ３日（火）

令和２年 ４月 ３日（金）～

令和４年３月中旬頃
５名

聖園学園短期大学

（秋田市保戸野）

保育士養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月 ６日（金）

令和２年 ４月 ８日（水）～

令和４年３月中旬頃

１０

名

聖霊女子短期大学

（秋田市寺内）

栄養
栄養士養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月 ６日（金）

令和２年 ４月 ８日（水）～

令和４年３月中旬頃

１５

名

聖霊女子短期大学

（秋田市寺内）

ＩＴ
ＩＴエンジニア養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月１０日（火）

令和２年 ４月 ７日（火）～

令和４年３月中旬頃

１０

名

秋田コアビジネスカレッジ

（秋田市中通）

経理
経理スペシャリスト養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月１０日（火）

令和２年 ４月 ７日（火）～

令和４年３月中旬頃

１０

名

秋田コアビジネスカレッジ

（秋田市中通）

美容

美容師養成科

（２年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月１６日（月）

令和２年 ４月 ９日（木）～

令和４年３月中旬頃
５名

秋田県理容美容専門学校

（秋田市千秋明徳町）

美容師養成科

（２年）

令和２年 １月２７日（月）～

令和２年 ３月１６日（月）

令和２年 ４月 ９日（木）～

令和４年３月中旬頃
５名

秋田ヘアビューティカレッジ

（秋田市中通）

調理
調理師養成科

（１年）

令和２年 １月１４日（火）～

令和２年 ３月１３日（金）

令和２年 ４月１０日（金）～

令和３年３月中旬頃

１２

名

秋田県調理師専門学校

（秋田市土崎）

長期高度人材育成コースのおしらせです
※ハローワークで掲示している情報になります。詳細はハローワーク窓口でお問い合わせください！！

国や県の制度の中で、離職された方、転職される方を対象として、経験のない新たな職業への就職を希望す

る方の職業適応能力を促すためのもので主に雇用保険を受給している求職者の方を優先対象に、就職に必要

な技能及び知識を習得するための訓練を無料（テキスト代等は自己負担）で実施しています。また、在職労

働者や高等学校卒業者の方などを対象とした高度な技能及び知識を習得するための訓練も実施しています

（原則、有料）。

公共職業訓練

公共職業訓練 長期高度人材育成コース ※すべてハローワークにお申し込みいただく訓練です！

＊長期高度人材育成コースは一度しか受講できません。

＊各訓練科リーフレット裏面に応募条件が記載されています。条件に該当するか不明の場合は訓練担当窓口に

ご相談ください。

＊受講料は無料ですが、教科書代、実習費用、資格取得費用などの自己負担が生じます。

＊在職中でも離職の予定がある方は申込可能ですが、訓練開始日時点で離職者である必要があります。

＊訓練コースの併願はできません。

◇◆◇長期高度人材育成コース受講申込に当たっての注意事項◇◆◇

★受講をお考えの方は、お近くのハローワーク職業相談窓口にご相談ください！

長期高度人材育成コースとは
短大や専門学校で１～２年間学生として訓練を受講し、資格取得と正社員就職を

目指すコースです。
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■掲示板

大 学 生 サ ロ ン

避難されている親子を対象に「大学生サロン」を開催しています。

※２月はお休みさせていただきます。

３月 の大学生サロンは...

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！

３月７日(土) １３：３０～１５：３０

生涯学習センター５階 和室

【 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

２０２０あきた絆交流会
開催告知！

春を迎える前に、楽しくゆったりとした

交流の時間を過ごしませんか？

ハンドメイド＆ティータイムで過ごす、皆さんが気軽

に参加できるような交流会を企画中です！

◎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

3/7(土)
13:30～16:00

生涯学習センター５階和室

日時

場所

詳細については後日郵送いたします
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がご覧いただけます。

「ｃｏｃｏｎｉｍｏふくしま」は、全国各地の「生活再建支援拠点」の情報、

交流会や相談会などのお知らせを皆さまにお届けするために生まれました。

皆さまに寄り添う存在となり、少しでも生活再建に向けたお役に立つものと

なれば幸いです。

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： 〒０１０－１４０３

秋田市上北手荒巻字境切２４－２遊学舎内

電 話： ０１８－８２９－２１４０

相談用アドレス： info2340@akita-partnership.jp

時 間： 午前１０時～午後９時

開 設 日： 月曜日～金曜日

遊学舎は、セミナーやイベント、サークル活動等に利用

され、どなたでも自由に出入りできる施設です。

お気軽に
ご相談ください。

秋田杉をふんだんに使った秋田県の市民活動

拠点「遊学舎」の施設内に設置しています。

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。

気軽に立ち寄り、気軽にお話ができる居場所と

して利用してください。

お待ちしております。

広報誌

２４時間あなたのタイミングで

かけられます

一人で抱え込まずにお電話ください

フリーダイヤル(無料)です

https://yorisoi-chat.jp/

ぜひお子様にも

ご紹介してくだ

さい。

https://yorisoi-chat.jp/
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2 3 4 菊地相談員 5 村上相談員 6 松田相談員 7 只野相談員 8 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）

9 10 11 建国記念日 12 菊地相談員 13 小池相談員 14 松田相談員 15 村上相談員

【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】 「保健師による定期相談会」

「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

16 17 18 菊地相談員 19 小池相談員 20 只野相談員 21 村上相談員 22 松田相談員

【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
「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

※AM茶道体験

※PMおしゃべりタイム

※保健師相談会

（横手市高齢者センター）

23 24 天皇誕生日 25 26 村上相談員 27 小池相談員 28 松田相談員 29 只野相談員

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«絵手紙教室»

10：00～15：00

（はぴねす大仙）

【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）

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和２年 ２月 ６日 第９９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

早いもので令和２年も一ヶ月が過ぎました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

我が家では季節の行事をとても大切に過ごします。しかし、

困ったことに、私が幼かった頃にはなかった風習がどんど

んと増え対応するのに四苦八苦！！しかも出費がすごい。。

先日の節分では、恵方巻きの他に恵方ロール…なんでも恵

方をつけたら良いと思うな！と言いたい気持ちを抑えなが

ら、福が内にきますようにと用意しました（笑）コンビニ

で購入すると高い恵方ロールも、大量販売されているロー

ルケーキ１００円程に果物を飾り、チョコペンで絵を描く

と大きく立派な恵方ロールへ変身。子供たちは楽しく美味

しい！親にとっては節約！簡単安い美味しい楽しい我が家

のプチイベントケーキです♪興味のある方はぜひ♡ 松田

フリー
トーク


