
参加無料

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 秋田県総務部 総務課 被災者支援班 TEL 018-860-4504

特別な思いのあるこの日。
ピアノやマンドリンなど、響き渡る音色を聴きながら、

みなさんと共に祈りを捧げ心温まるひとときを
過ごしませんか。

〈日時〉 ２０２２年 ３月 11 日（金） １４時～１５時

〈会場〉 秋田県ゆとり生活創造センター『遊学舎』会議棟

（秋田市上北手荒巻字堺切２４－２）

秋田県内に避難されているみなさまが、秋田で心穏やか
に過ごしていただきたいと願い、平成２３年１２月創刊
号から始まり、みなさまとつながり共に歩んで参りまし
た。これからもスマイルな情報をお届けします！

創刊号から第１２４号までの『スマイル通信』の軌跡を
展示しますので、ぜひご覧ください。

※コロナウイルス感染症予防をしっかり行い開催いたします。
マスクの着用や、体調の悪い場合はご遠慮いただくなど
ご協力をお願いします。

～語り継ごうｉｎあきた～

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

春の風

コンサート

防災グッズの

展示コーナー

スマイル通信の

展示コーナー

お問い合わせ先

秋田県のあゆみ
～みなさまと共に～
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「ゆずります」「ゆずってください」両方の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ています。

ゆずります

ゆずってください

・そろばん
・鉛筆（柄は色々あります）

・こども名作全集（全１４巻）

・男性用 ジャケット・スラックス
Y シャツ（半袖、長袖 Lサイズ）

・女性用 コート（L サイズ）
・折りたたみ式ベビーカー（コンパクトサイズ）

・自転車（２６インチ） ２台
・ベビー服

ベビー用品
・八橋小学校体操着
（１５０㎝以上）

・冬用ブーツ（２０㎝～）
・冬用ブーツ（２８㎝）

・スキー用手袋
女の子用

・スキー用手袋

男の子用（４歳～）

譲りたいものがある場合は、交流センター

に写真をお持ちいただくか、

被災者支援班 Ｅ-mail：

hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp
に画像データをお送りください。

開館日 水・木・金曜日 土曜日（第２・第４）

（祝日、生涯学習センター休館日は休館します）

開館時間 午前９時半～午後４時半

場所 秋田市山王中島町１－１
（秋田県生涯学習センター３F）

℡

・スニーカー（２０㎝～）
男の子・女の子用

・スニーカー（２７～２８㎝）
・洋服（１３０㎝以上）
男の子・女の子用

・洋服
男性用 Lサイズ

遠方の方や、交流センターを訪れる

ことが難しい方も、お電話でお気軽に

ご相談ください。

「ただ話を聴いてほしい」

「ちょっと誰かと話したくなった」

などのお電話でも大丈夫です。

全１４巻

① ④ ⑤

⑧

⑫

⑦

⑭

⑯

② ③

⑩
⑨

⑪

⑰

⑬ ⑮

⑥

避難者交流センターには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。

～臨時休館のお知らせ～

３月１１日（金）
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支援相談員と一緒に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。どうぞお気軽にご参加ください。

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。

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４年 ３月１７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４年 ３月１０日（木).１７日（木).２４日（木）
４月 ７日（木).１４日（木).２１日（木）．２８日（木）

午後１時～４時 お好きな時間にお越しください。

『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♪

これまでの累計４１０６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!!

～新型コロナウイルス感染拡大防止対策とお願い～（P.3 P.4 のイベントについて）
・イベント開催にあたっては、少人数、距離の確保、換気を行うなど、感染防止対策を徹底してまいります。不織布マスク

の着用や手指消毒に御協力をお願いします。

・当日体調不良等の症状のある方は、参加をご遠慮ください。

・状況によりイベントを中止させていただく場合があります。中止の場合、参加申し込みをされた方には電話連絡いたし

ます。
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麻ひもや和紙等を使って手作りのランプを作ります。
お部屋の中に明かりをプラスして、暖かみのあるくつろぎ
の空間を作ってみませんか。小さめのサイズなので、玄関
やリビングなどの間接照明としてピッタリですよ。

こころの寄り添い事業

３月 保健師相談会

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。

皆さまが毎日を快適に過ごせるように、健康相談や子育てに関する相談
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 ４年 ３月１７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。

風船に麻ひもをグルグル巻いてボンドで

固めました。乾いたら、ろうそくライトを

入れる穴をハサミで切って完成♪

参加者の方から完成品を飾られた様子の写真

をいただきました。お部屋に優しい明かりを灯

して、是非おうち時間を楽しんでください

まだ雪は残るものの、梅のつぼみも膨らみ、春の訪れを感じてるようです。
今回のハンドメイドは、刺し子のお弁当包みを作ります。
刺し子の布地の色は水色、オレンジ、ピンク、赤、黒から選べ、刺し子の伝統柄が楽し
めます。
（柄はプリントされているので、どなたでも挑戦できます。）

布地サイズ 約４３㎝×４７㎝

【開 催 日】 令和４年３月２６日（土）
【開 催 時 間】 午後１時３０分～３時
【会 場】 避難者交流センター
【参 加 料】 無料 ※材料は準備しております

【定 員】 ３名
【申 込 期 限】 令和４年３月２４日（木）
【申 込 先】 秋田県総務課 被災者支援班

０１８－８６０－４５０４

※土曜日開催のため、当日変更される方は
恐れいりますがこちらまでご連絡ください。

【連絡先】

避難者交流センター 080-2812-5987

皆さんのご参加

お待ちしております。

開催したハンドメイド講座
の様子をお知らせします♪

２月２５日（金）、避難者交流センターにて、

「ランプシェード」作りを行いました。

【開 催 日】 令和４年３月１２日（土）
【開 催 時 間】 午後１時３０分～３時
【会 場】 避難者交流センター
【参 加 料】 無料 ※材料は準備しております

【定 員】 ３名
【申 込 期 限】 令和４年３月１１日（金）
【申 込 先】 秋田県総務課 被災者支援班

０１８－８６０－４５０４

麻ひもを乾か

している間に、和紙や

切り紙のランプシェ

ード作り。参加者の方

の素敵なセンスで模

様もとても可愛らし

かったです。
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保健師による相談会も開催します！
健康に不安なこと、保健師にご相談ください！

保健師による相談会も開催します！健康に不安なこと、保健師にご相談ください！

大仙
フレン

ズよ
り

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、県南区域で安心して楽しく過ごせるお手伝いをします。参加者同士、おしゃべ

りをし楽しい時間を過ごしませんか。みなさまのご来場をお待ちしております！

【会 場】横手市高齢者センター内１Ｆ（横手市条里二丁目２番５２号）

【開催日】令和４年 ３月１８日（金）
おしゃべり・お楽しみ交流会

【時 間】午前１０時～午後３時

【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

「はぴねす大仙」
大仙市幸町 2-70
電話 0187-88-8722

はぴねす大仙

※コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止させていただく
場合もございますので、予めご了承ください。

今月は、「読み聞かせ」を計画しておりますが、コロナの感染拡大状況によっては、
中止となる場合も予想されます。また、準備の都合もありますので、事前のご連絡を

お願い致します。

【3月の交流サロンの日】

【日 時】 令和４年 ３月２７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」

【内 容】 「グループ風」の皆さんによる
読み聞かせの予定です。下記まで

申込をお願いいたします。
【参加費】 大人 500 円（小学生以下無料）

昨年の公演の様子

「笑顔と元気で、風化させない想いをつなげよう」！

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）

TEL；090-9670-2852 FAX；0187-42-8645
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実施　　
時期

訓練科名 人員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

４月 令和４年　４月　７日（木）～ 令和４年　２月１６日（水）～

令和４年　９月２０日（火） 令和４年　３月１６日（水）

令和４年　４月　７日（木）～ 令和４年　２月１６日（水）～

令和５年　３月１０日（金） 令和４年　３月１６日（水）

令和４年　４月１２日（火）～ 令和４年　２月１８日（金）～

令和４年　９月　６日（火） 令和４年　３月１６日（水）

令和４年　４月　８日（金）～ 令和４年　２月２８日（月）～

令和６年　３月３１日（日） 令和４年　３月１７日（木）

令和４年　４月　８日（金）～ 令和４年　２月２８日（月）～

令和６年　３月３１日（日） 令和４年　３月１７日（木）

令和４年　５月１０日（火）～ 令和４年　２月２５日（金）～

令和４年１０月２８日（金） 令和４年　３月２８日（月）

令和４年　５月１０日（火）～ 令和４年　２月２５日（金）～

令和４年１０月２８日（金） 令和４年　３月２８日（月）

建設機械運転科 ２０名 秋田県立鷹巣技術専門校 北秋田

木造建築科 １０名 秋田県立鷹巣技術専門校 北秋田

第二種電気工事士等資格取得応

援科
１０名 秋田県立大曲技術専門校 大仙

自動車整備科 ２０名 秋田県立秋田技術専門校 秋田

メカトロニクス科 ２０名 秋田県立秋田技術専門校 秋田

５月
住宅リフォームデザイン科 １５名 ポリテクセンター秋田 －

金属加工技術科 １５名 ポリテクセンター秋田 －

実施　　
時期

訓練科名 人員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

令和４年　４月　７日（木）～ 令和４年　１月　４日（火）～

令和６年　３月３１日（日） 令和４年　３月１５日（火）

令和４年　４月　７日（木）～ 令和４年　１月　４日（火）～

令和６年　３月３１日（日） 令和４年　３月１５日（火）

４月
美容師養成科  ２名 秋田県理容美容専門学校 秋田

美容師養成科  ２名
秋田ヘアビュ－ティカレッ

ジ
秋田

実施　　
時期

訓練科名 人員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

令和４年　５月　９日（月）～ 令和４年　３月　７日（月）～

令和４年１１月　８日（火） 令和４年　４月　６日（水）

令和４年　５月１１日（水）～ 令和４年　３月２５日（金）～

令和４年　８月１０日（水） 令和４年　４月１５日（金）

令和４年　６月１５日（水）～ 令和４年　４月２８日（木）～

令和４年１１月１４日（月） 令和４年　５月２０日（金）

令和４年　６月３０日（木）～ 令和４年　４月２８日（木）～

令和４年　９月２９日（木） 令和４年　６月　６日（月）

５月
ネイリスト科 １２名 秋田県理容美容専門学校 秋田

OA経理事務科（託児付） １５名 OAステーション秋田校 秋田

６月
Weｂ制作技術者養成科 15名

トラパンツコンテンツ　　　
スクール　本校

秋田

OAビジネス科 １５名 しすてむ工房 横手

令和４年４月～令和４年６月までに開催される

職業訓練をお知らせします！
※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）

求職者支援訓練

雇用保険を受給できない求職者の方に対し、無料の職業訓練（求職者支援訓練）を実施し、本人収入、世

帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金（※

職業訓練受講給付金）を支給します。ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施し、安定

した「就職」を実現するための制度です。

公共職業訓練

公共職業訓練

雇用保険を受給できない求職者のための支援制度があります！詳しくはお近くのハローワークまで

長期高度人材育成コース

長期高度人材育成コース

・専門学校で１又は２年間受講し、専門的なスキルや知識・国家資格取得などの高い職業能力の習得と正社員就職を目指す

職業訓練です。

・入学料、授業料はかかりません。（ただし教科書代や試験受験料などの経費は自己負担となります。）

・高等学校卒業以上の方で公共職業安定所に求職申込みをしている方、その他受講資格を満たす要件があります。

求職者支援訓練
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全国避難者情報システムについてのお願い

お住まいの市町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.

▶各市町村の窓口（連絡先） 全国避難者情報システムに登録している情報を変更したい旨をお伝えください。

▶届出が必要なケースについて（住民票の異動とは別に届出が必要です。）

①転居等により、避難先を移される（された）時
→ 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。

※居住市町村が変わる場合は、現在お住まい（転居前）の市町村への｢登録内容変更｣

に加え、転居後の避難先市町村に｢新規登録｣の連絡が必要です。

②避難元に戻る、避難先に定住する等により、避難を終了される（された）時
→ 避難先（現在お住まい）の市町村へ「登録解除」の連絡をしてください。

◇ご不明な点がございましたら、秋田県総務課被災者支援班（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 市民福祉部 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 危機管理室 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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27 28 3/

1

2 矢澤相談員 3 石川相談員 4 只野相談員 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】 【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

6 7 8 9 菊地相談員 10 矢澤相談員 11 12 石川相談員

【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】 「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】

「語り継ごう inあきた

私たちの未来へ」

14:00～15:00

（遊学舎）

ハンドメイド講座

「ランプシェード」

13：30～15：00

（避難者交流センター）

13 14 15 16 矢澤相談員 17 石川相談員 18 菊地相談員 19

【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
「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・湯沢交流サロン」

10：00～15：00
※保健師相談会

（横手市高齢者センター）

【避難者交流センター休館日】

20 21 春分の日 22 23 石川相談員 24 矢澤相談員 25 只野相談員 26 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】 「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

ハンドメイド講座

「刺し子」

13：30～15：00

（避難者交流センター）

27 28 29 30 只野相談員 31 菊地相談員 4/1 2

【避難者交流センター休館日】

「 交流サロンin大仙 」

«笑顔と元気でつなが

る輪»
※保健師相談会

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】 【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 ４年 3月 ４日 第１２４号

秋田県総務部総務課被災者支援班

〒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

窓からその日の雪の状況を確認するのが日課です。

少し雪が溶けたかなぁと思うと、また降り積もり、まして

アイスバーンや吹雪になると、通勤はもう命がげです。特に

横断歩道の白線は要注意。

だからと言ってあまり暑いのもお断り、わがままな私です。

春のポカポカ陽気が待ち遠しいです。

矢澤

フリー
トーク
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