
材料

・ジニア

・ブルーサルビア

・ピレア

・オルトラン（虫除け）

・籐の籠

県南の交流サロンをご紹介します

今年度も、皆さんが楽しく集えるように が開催されます。

保健師による相談会もございますので、お気軽にご相談ください。

5／2０（金）

今年度も茶道体験やボッチャ体験、いものこ汁交流会等々を企画しています！

詳細は、毎月のスマイル通信でお知らせしていますのでご覧ください。

※みなさまのご来場をお待ちしております！

5／２２（日）

絵手紙教室

虫除けも

忘れすに！

ジニアを手前に、後ろに

はブルーサルビアを、ピレ

アは株を二つに分け、花

と花の間に籐の籠からた

れるように植えました。

ピレアの垂れ具合が何と

もかわいらしい！！

講師の先生をお迎えして開催！！

暑さや乾燥に強い花、長い開花が特徴の

花、頻繁に水やりしなくても良いなど、初

心者にうれしい育てやすい花を選んでくだ

さいました。

春のお花

の寄せ植

え体験

今年度も陶芸体験、そば打ち体験などを企画しています！

調理や食事をしながら、ふるさとの懐かしい話や何気ない会話をして、ゆっ

たりとした時間を一緒に過ごしましょう♪

絵手紙教室講師より、画材の説明を受け、

テーブルに飾られた季節のお花を見て自由

に絵を描きました。「失敗はないのよ～。」

と、講師からの言葉に緊張がほぐれ、自身

の世界に集中して没頭できる時間でした。

食材の味を大事に、献立を考えています！

食事をし、みんな笑顔で楽しく過ごしましょう♪

旬の食材が食卓に並びまし

た。感染症予防対策をとり食

事をし、ゆったりとした時間を

過ごしました！
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ゆずります

・折りたたみ式ベビーカー（コンパクトサイズ）
・そろばん

・鉛筆（柄は色々あります）
・こども名作全集（全１４巻）
・自転車（低学年用）サビあり。
（整備をしてからお乗りください。）

譲りたいものがある方は、交流センターに写真をお持

ちいただくか、下記へ画像データをお送りください。

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

◆ 問い合わせ先

秋田県総務課被災者支援班

TEL０１８－８６０－４５０４

・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（５歳～）

・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

全１４巻

ゆずってください

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。お気軽にご利用ください。

「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。

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で当番相談員をお知ら

せしています。

開 館 日 水・木・金曜日 第２・第４土曜日

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）

℡

県児童会館

みらいあ

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
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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 ６月１６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 ６月 ９日（木).１６日（木).２３日（木）.３０日（木）
７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４１４６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!!

・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ご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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こころの寄り添い事業

６月 保健師相談会

保健師が
お待ちしています

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 ６月１６日（木）午後 1時～４時
【相 談 員】在宅保健師（ゆずり葉の会）

※ 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。

日時 ２０２２年 ８月 ７日（日）
１３：３０～１５：３０

会場 秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」

（秋田市上北手荒巻字堺切２４－２）

令和４年度福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業

お花の寄せ植え体験 こころとからだ・福祉の相談会

主催：ＮＰＯ法人 あきたパートナーシップ

秋田県総務課 被災者支援班
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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、県南区域で安心した生活を送るお手伝いをします。６月は『茶道体験』です！
ぜひ、この機会に体験してみませんか？参加された皆さまが楽しめる講座を開催します。
みなさまのご来場をお待ちしております！

【日 時】令和４年 ６月１７日（金）茶道体験
午前１０時～午後３時

【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）
【参加費】無料

【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

「あれから 11年‼今でも変わらない、つながる想い‼」

平鹿総合病院 横手体育館 武道館

消防本部

条里南庁舎

ハッピータウン
至 美郷町

至 湯沢市

国
道
13
号
線

連絡先
大仙フレンズ（担当；高橋）

TEL；090-9670-2852 FAX；0187-42-8645

新緑の季節を迎え清々しさを期待していたら、いきなり猛暑！皆さん、コロナに熱

‼中症、健康には充分注意をしてお過ごしください

【６月の交流サロンの日】

【日時】 令和４年 ６月２６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」
（大仙市幸町 2-70 電話 0187-88-8722）

【内 容】 「折り紙」教室
気軽に参加できる「交流サロン」です。

参加をお待ちしています。
【昼食費】 大人 200 円（小学生以下無料）

至 美郷町至 秋田市 大曲バイパス

かっぱ寿司

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ

コメリパワー

ザ・ビッグ
ツルハ

薬王堂

MAP

至 大曲駅

はぴねす大仙
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令和４年７月～令和４年８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）

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

実施　　
時期

訓練科名 人員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

７月 令和４年　７月　６日（水）～ 令和４年　５月１８日（水）～

令和４年１０月　５日（水） 令和４年　６月１５日（水）

令和４年　７月　７日（木）～ 令和４年　５月１８日（水）～

令和４年１１月　７日（月） 令和４年　６月１６日（木）

令和４年　７月１４日（木）～ 令和４年　５月２０日（金）～

令和４年１０月１４日（金） 令和４年　６月２０日（月）

令和４年　７月１２日（火）～ 令和４年　５月２３日（月）～

令和４年１０月１２日（水） 令和４年　６月２０日（月）

令和４年　７月２０日（水）～ 令和４年　５月２７日（金）～

令和４年１０月１９日（水） 令和４年　６月２８日（火）

令和４年　７月２７日（水）～ 令和４年　６月　６日（月）～

令和４年１０月２６日（水） 令和４年　７月　８日（金）

令和４年　８月　２日（火）～ 令和４年　５月３０日（月）～

令和５年　２月２８日（火） 令和４年　６月２３日（木）

令和４年　８月　２日（火）～ 令和４年　５月３０日（月）～

令和５年　１月３１日（火） 令和４年　６月２３日（木）

令和４年　８月　２日（火）～ 令和４年　５月３０日（月）～

令和５年　１月３１日（火） 令和４年　６月２３日（木）

令和４年　８月　３日（水）～ 令和４年　６月１３日（月）～

令和４年１１月　２日（水） 令和４年　７月１４日（木）

令和４年　８月２３日（火）～ 令和４年　７月　１日（金）～

令和５年　２月１４日（火） 令和４年　７月２９日（金）

令和４年　８月１９日（金）～ 令和４年　７月　４日（月）～

令和４年１１月１７日（木） 令和４年　８月　２日（火）

令和４年　８月　９日（火）～ 令和４年　６月１６日（木）～

令和４年１２月　８日（木） 令和４年　７月１５日（金）

パソコン初級科 １０名 みくにコンピュータースクール 北秋田

医療事務実務科 ２０名
株式会社ニチイ学館　秋田支店　

秋田教室
秋田

パソコン初級科 １５名 本荘パソコンスクール 由利本荘

 パソコン初級科 １０名
職業訓練法人鹿角地方職業能力

開発協会
鹿角

 パソコン初級科 ２０名
トラパンツコンテンツスクール

本校
秋田

介護職員初任者研修 １５名
株式会社ニチイ学館　秋田支店　

大曲教室
大仙

電気設備エンジニア科（企業実

習付きコース）
１５名 秋田職業能力開発促進センター －

住宅リフォームデザイン科 １５名 秋田職業能力開発促進センター －

金属加工技術科 １５名 秋田職業能力開発促進センター －

パソコン初級科 １５名
コンピュータスクールデュナミ

ス　大仙校
大仙

介護実務者研修科 １５名 ママファミ 秋田

パソコン・事務習得科 １５名 株式会社しすてむ工房 横手

 会計事務科 １０名 ＯＡステーション秋田校 秋田

８月

就職氷河期向けの短期資格等

習得コース事業
訓練目標：大型バスに必要な運転免許取得

バス会社に正社員就職すること

募集定員： ９９人

募集期間：令和２年 ８月１２日～令和４年１１月３０日

訓練期間：令和４年１２月２１日～令和４年１２月３１日

訓練実施会場：秋田北部自動車学校

トラックドライバーになるための

運転免許取得支援プログラム
訓練目標：運転免許の取得、座学訓練の受講

正社員としての就職を目指す

募集定員： ９９人

募集期間：令和２年 ９月１５日～令和４年１２月１５日

訓練期間：令和５年 １月 1 日～令和５年 ３月 １日
訓練実施会場：公益社団法人秋田県トラック協会

就職氷河期世代の方向けの

普通自動車第二種免許習得講座
訓練目標：ハイヤー・タクシー運転手としてタクシー

会社に正社員就職すること

募集定員： ９９人

募集期間：令和４年 ４月 ５日～令和４年１０月２７日

訓練期間：令和４年１０月２８日～令和４年１２月３１日

訓練実施会場：一般社団法人秋田県ハイヤー協会

就職氷河期世代

活躍支援

就職氷河期世代（３５歳～５４歳）の方で次のいずれかに該当する方を対象に就職支援を行うものです。

【対象】◆正社員雇用の機会に恵まれなかった方。

正社員就職後の就労期間が短い、非正規雇用の就業経験が多い、就労経験がないなど。

◆安定した雇用を希望している方。

＊就職氷河期世代の方々の就職・正社員化や社会参加を実現するに当たっては、ご家族の皆様からの支援

も重要です。

就職氷河期世代の方で、正社員就職を目指す方をサポートする窓口

支援メニュー ・「担当者制」によるマンツーマン支援

・応募書類の作成方法・面接対策について

・希望の職種や会社へ求人開拓を実施

・職業訓練コース等の情報提供・あっせん・トライアル雇用制度を活用した

就職のあっせん

・「職場実習・体験」のコーディネート
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◆鹿角市 都市整備課 TEL ０１８６－３０－０２６６

◆小坂町 建設課 TEL ０１８６－２９－３９１０

◆大館市 都市計画課 TEL ０１８６－４３－７０８１

◆北秋田市 都市計画課 TEL ０１８６－７２－５２４６

◆上小阿仁村 建設課 TEL ０１８６－７７－２２２１

◆八峰町 建設課 TEL ０１８５－７６－４６１０

◆藤里町 生活環境課 TEL ０１８５－７９－２１１５

◆能代市 都市整備課 TEL ０１８５－８９－２１９４

◆三種町 建設課 TEL ０１８５－８５－４８２０

◆男鹿市 建設課 TEL ０１８５－２４－９１４４

◆大潟村 生活環境課 TEL ０１８５－４５－２１１５

◆五城目町 建設課 TEL ０１８－８５２－５２５２

◆八郎潟町 建設課 TEL ０１８－８７５－５８０９

◆井川町 産業課 TEL ０１８－８７４－４４２０

◆潟上市 都市建設課 TEL ０１８－８５３－５３３７

◆秋田市 住宅整備課 TEL ０１８－８８８－５７７０

◆由利本荘市 建築住宅課 TEL ０１８４－２４－６３３４

◆にかほ市 建設課 TEL ０１８４－３８－４３０７

◆大仙市 建築住宅課 TEL ０１８７－６６－４９０９

◆仙北市 建設課 TEL ０１８７－４３－２２９４

０１８７－４３－２２９５

◆美郷町 建設課 TEL ０１８７－８４－４９１０

◆横手市 建築住宅課 TEL ０１８２－３５－２２２４

◆湯沢市 都市計画課 TEL ０１８３－７３－２１５６

◆羽後町 建設課 TEL ０１８３－６２－２１１１

◆東成瀬村 建設課 TEL ０１８２－４７－３４０８

県営住宅
◆秋田市・男鹿市・潟上市

（一財）秋田県建築住宅センター

TEL ０１８－８３６－７８５０

◆大館市・能代市

北秋田地域振興局 建設部建築課

TEL ０１８６－６３－２５３１

◆由利本荘市・にかほ市

秋田地域振興局 建設部建築課

TEL ０１８－８６０－３４９０

◆大仙市・横手市・湯沢市

仙北地域振興局 建設部建築課

TEL ０１８７－６３－３１２４

市町村営住宅

秋田県営住宅、市町村営住宅の問い合わせ先を
一覧にしました。
詳細については各自お問い合わせください。

いわて被災者支援センター

内陸や県外にお住まいの方は

盛岡サブセンターにご相談ください。

TEL ０１９－６０１－７６４０

FAX ０１９－６０１－７６４１
（土、日、祝日１２／２９～１／３ を除く）

※当センターは、岩手県からの委託により認定
特定非営利活動法人インクルいわてが運営して
います。

福島県生活拠点課

帰還や生活再建に関する相談窓口です。

被災者のくらし再建相談ダイヤル

TEL ０１２０－３０３－０５９
（月曜日～金曜日 （祝日・年末年始を除く））

宮城県復興支援・伝承課

震災復興支援班

帰郷後において受けられる支援策の

情報提供や相談も受け付けています。

TEL ０２２－２１１－２４２４

FAX ０２２－２６３－９６３６

岩手県

福島県

宮城県
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5/

29

30 31 6/

1

菊地相談員 2 只野相談員 3 矢澤相談員 4

【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】

5 6 7 8 只野相談員 9 菊地相談員 10 矢澤相談員 11 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】 「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

12 13 14 15 只野相談員 16 菊地相談員 17 矢澤相談員 18

【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】 「保健師の定期相談会」

「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

※保健師相談会

※茶道体験
（横手市高齢者センター）

【避難者交流センター休館日】

「じゅんさい摘み採り体験」

１０：００～１２：００

（三種町）

19 20 21 22 矢澤相談員 23 只野相談員 24 菊地相談員 25 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）

「じゅんさい摘み採り体験」

１０：００～１２：００

（三種町）

26 27 28 29 只野相談員 30 菊地相談員 7/

1

矢澤相談員 2

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

※保健師相談会

※折り紙教室

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）

【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 ６月 ６日 第１２７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

紫陽花の季節になりました。

紫陽花は、土壌が酸性だと青系に、アルカリ性だと赤系に、中間系

は紫系になると聞いたことがあります。

日本は弱酸性の土壌が多く青系や紫系が多く見られるようです。

日本固有種の紫陽花「ガクアジサイ」が海外で品種改良され日本に

逆輸入。現在のあじさいの種類は５０種類の品種があるようです。

土壌の品質で花の色が変わるなんて、面白いですね。

皆さんの周りに咲く紫陽花は何色ですか？ 矢澤

フリー
トーク

ガクアジサイ

-8-


