
東日本大震災の復興と鎮魂を願い、東北６市の夏祭りを一同に集め、持ち回りで開催しています。第１回は、

２０１１年７月「祈」をテーマに宮城県仙台市で「東北六魂祭」が開催されました。

その後２０１７年に「東北絆まつり」へと名称を変えて引き継がれ、今年５月「東北絆まつり2022秋田」とし

て秋田市で開催されます。青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり

(仙台すずめ踊り）、福島わらじまつりが八橋運動公園に集結します。

注：新型コロナウイルスの感染状

況により、開催内容が変更等

となる場合があります。

【会場】秋田市八橋運動公園

多彩な東北が、熱い絆でひとつになる。
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開 館 日 水・木・金曜日 土曜日（第２・第４）

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）

℡

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。

【福島・宮城・岩手情報誌】
・福島は市町村の広報誌もあります。

【新聞】
・岩手日報・河北新報

・福島民友・福島民報

【秋田県内情報】
・住宅の補助金（リフォーム等）

・支援団体・イベント

・情報誌等

震災１０年、明日へのエールで

みな様がこころを込めて折って

くださった、折り鶴花火の一部

を、交流センターに飾りました

のでご覧ください。

【就職支援情報】
・最新のハローワーク求人情報
（フルタイム・パートタイム）

・職業訓練情報（毎月更新）

・就職活動支援セミナーの

お知らせ等

【貸出図書】

【おたがいさま掲示版】
・譲りたい物

・譲ってほしい物を提示

【今月のイベント情報】
・ちくちくの会・保健師相談、

・おちゃっこタイム・ハンドメイド等

ちくちくの会で雑巾を

送った施設から、素敵

なお礼のお手紙をいた

だきました。

避難者交流センターで、ご覧いただけます。

他にも色々ございますのでお気軽にお立ち寄りください。

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 ５月２６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 ５月１２日（木).１９日（木).２６日（木）
６月 ２日（木). ９日（木).１６日（木).２３日（木）.３０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４１３６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。

-3-



三種町にじゅんさい沼所有の藤田さんご夫妻のご厚意で、

今年も摘み採り体験を開催します！

お子様から大人までカンタンに楽しめます。貴重な体験を

♬是非ご堪能ください

◆◇◆イベントのご案内◆◇◆

こころの寄り添い事業

５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 ５月２０日（金）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。

地域文化や生活を楽しむ交流会

小舟の乗り方、じゅんさいの

採り方を教えます！初心者

の方もご心配なく！

小舟に乗って楽しい時間

を過ごしましょう♪

日時：①６月１８日（土）

②６月２５日（土）

午前１０時～１２時

定員：各日２家族まで

場所：藤田さんのじゅんさい沼

集合場所：三種町山本体育館

正面駐車場に１０時集合
（秋田県山本郡三種町森岳字小中野８０−２）

申込期限：６月７日（火）

申込先：秋田県総務課 被災者支援班

TEL ０１８－８６０－４５０４

・濡れても乾きやすい服装でお願いします

・帽子、タオル、羽織るもの

（熱中症・虫除け対策として）

・飲み物

・濡れた時の着替え

・長靴 ・レインコート

・バケツ、ビニール袋、等

（じゅんさいの持ち帰り用として）

《持ちもの》

秋田
県特
産

小学生以上

から小舟に

乗れます！

参加無料

《服装》

○沼周辺は水路がありますので、小さいお子様をお連れの方はお子様から目を離されませんよう、また万が一の事故や怪我についても責任を負いか

ねますので、ご理解のうえご参加ください。

○手指の消毒とマスクの着用など感染予防にご協力お願いします。

○新型コロナウイルス感染症の影響や悪天候、沼の状態により、中止とする場合もありますので予めご了承ください。

ご希望の日にちを

お知らせください
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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。参加された皆さまが楽しめる講座を開催しま
す。５月は『春のお花の寄せ植え体験』をします。どのようなお花が揃うかはお楽しみ♪材料の準備が
ございますので、事前にお申し込みください。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 ５月２０日（金）春のお花の寄せ植え体験
【時 間】午前１０時～午後３時
【参加費】無料
【持ち物】エプロン

【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‼」

被災者支援班相談員も参加します♪

みなさんのサポートをさせていただ

きます！お困り事などがあればお気

軽にご相談ください。

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

はぴねす大仙

「はぴねす大仙」
大仙市幸町 2-70
電話 0187-88-8722

自分の身は、自分で守る、そんな時代に向かっているような気配、手をゆるめず、

‼しっかりと感染対策に努めましょう

【５月の交流サロンの日】

【日 時】 令和４年 ５月２２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】 「絵手紙」教室

気軽に参加できる「交流サロン」です。
‼参加 お待ちしています。

【昼食費】 大人 200 円（小学生以下無料）

被災者支援班相談員も参加します♪一緒に楽しい時間を過ごしましょう！

お困り事などがあれば、お気軽にご相談ください。
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２０２２年度 上半期

ＨＷ ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

能代 １２日（木） ９日（木） １４日（木）１０日（水） ８日（木）

大館 ２６日（木）２３日（木）２８日（木）２５日（木）２２日（木）

鷹巣 １７日（火）２１日（火）１９日（火）１６日（火）２０日（火）

秋田 ２４日（火）２８日（火）２６日（火）２３日（火）２７日（火）

男鹿 １３日（金）１０日（金） ８日（金） ５日（金） ９日（金）

本荘 １９日（木）１６日（木）２１日（木）１８日（木）１５日（木）

大曲 １０日（火）１４日（火）１２日（火） ９日（火） １３日（火）

角館 ２４日（火）２８日（火）２６日（火）２３日（火）２７日（火）

横手 １７日（火）２１日（火）１９日（火）１６日（火）２０日（火）

湯沢 １２日（木） ９日（木） １４日（木）１０日（水） ８日（木）

申込先 最寄りのハローワーク総合案内窓口（当日受付も可能）

☎ 各ハローワークの電話番号をご参照下さい。

電話番号

0185-54-7311

0186-42-2531

0186-60-1586

018-864-4111

0185-23-2411

0184-22-3421

0187-63-0335

0187-54-2434

0182-32-1165

0183-73-6117

実施主体／秋田県健康福祉部長寿社会課

秋田市山王四丁目１番１号 TEL018-8６０ー１３６４

［時 間] 午前１０時～１２時／午後１時～３時

※予約状況により変更となる場合もあります。

［要予約] ご希望のハローワーク総合案内へご予約をお願いします。

［内 容] 「介護」の仕事に興味がある、就業を考えている、資格の取得方法を

聞きたい、転職・定年後のチャレンジ等について、お応えします。

-6-



一般社団法人 社会的包摂サポートセンター
からのお知らせ

電話相談の専門員がお待ちしております。
ひとりで抱え込まずにお電話ください。

■相談窓口の紹介■

震災のこと、避難先での暮らしのこと、家族のこと、人間関係のこ

と、仕事のこと、生活再建のこと、震災トラウマのこと、将来のこ

と、生きていてつらいなぁと思うこと。

誰かに話したい、他の人はどんなことで悩んでいるのか聞いてみた

いというみなさんのためのグループチャットができるサイトです。

あらゆる災害において全国に避難している方、被災地で暮らしてい

る方を対象としています。

年代・性別に限りはありません。

非公開で登録制なので、安心してお話できます。

くわしいことは、
https://hisai.moyaroom.jp/

をご覧ください。

全国にお住まいの被災された方の

ための専用回線を設けております。

被災者支援専用ダイヤル

ガイダンスで を選んで

ください。

お
電
話
で

チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
で

◇よりそいホットラインは厚生労働省の補助金事業です◇

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。

住 所： 〒０１０－１４０３

秋田市上北手荒巻字堺切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６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。

◆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。

広報
誌

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。

お気軽に

ご相談ください。
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1 2 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6 7

8 9 10 11 菊地相談員 12 只野相談員 13 矢澤相談員 14 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）

15 16 17 18 矢澤相談員 19 只野相談員 20 菊地相談員 21

【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）

「保健師による定期相談会」

13：00～16：00
（避難者交流センター）

「横手・湯沢交流サロン」

※保健師相談会

※春のお花の寄せ植え体験

10：00～15：00

（横手市高齢者センター）

【避難者交流センター休館日】

22 23 24 25 只野相談員 26 矢澤相談員 27 菊地相談員 28 矢澤相談員

【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

※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
「お茶っこタイムいいねが」

13:30～15:30

（避難者交流センター）

29 30 31 6/1 2 3 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】

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和 ４年 5月 １１日 第１２６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

５月１０日まで休館

先日、５年振りの免許証更新に行ってきました。５歳若

かった時の写真とお別れでした。５年前はマスクをせず日

常を過ごしていて、写真を撮るのもありのままでした。今

はコロナ禍でマスクをしている日常が当たり前になって

いて、マスクで隠れている部分はお化粧をせずごまかして

いました。しかし、この日はしっかり顔全体お化粧をして

写真を撮りました。免許証が発行されて見た自分の顔写

真・・・。白く塗りすぎました（笑）これから５年間この

免許証と付き合っていきます。５年後の免許更新時には、

マスクをせず日常を送っていたらいいな～と願うばかり

です☆ミ （只野）

フリー
トーク
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