
秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」にて、第１７回秋田県内避難者

情報交換・交流会を開催しました。避難元自治体からの報告、相談会、竿燈演技、縄文クラフ

ト講座などを、新型コロナウイルス感染症の予防にも努めつつ開催しました。

★当日の資料をご希望の方は、郵送致しますので、秋田県総務課被災者支援班

（℡０１８－８６０－４５０４）までご連絡ください。

土器の文様を自分なりにあしら

えたマグネット、土偶等の絵をな

ぞったコースターも完成！！

分科会

復興庁や避難元自治体からは被災

地の現状等についての説明、参加

された方々からは率直な意見があ

りました。

縄文クラフト講座

縄文土器は縄目文様。縄目文様と言って

も様々な文様があります。土器は、煮炊

の道具などとして利用されたようです。

全体会

秋田県・復興庁からの挨拶、

避難元自治体の紹介。

竿燈

当日、雨の心配もありまし

たが、予定どおり竿燈を上

げることができました。少

し風があり倒れそうな場面

もありましたが、秋田県庁

竿燈会の皆さんの素晴らし

い演技を間近で見ることが

でき感激しました。差し手

の巧みな技と太鼓の力強い

音が相まって演技を盛り上

げました。



ゆずります

・そろばん

・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

「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）

℡ ０８０-２８１２-５９８７

県児童会館

みらいあ
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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。



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１１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♪」

１１月１０日（木).１７日（木).２４日（木)
１２月 １日（木). ８日（木).１５日（木).２２日（木）

『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４２１２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。

午後１時～４時 お好きな時間にお越しください。

令和４年

令和４年１０月、皆さまが心を込めて縫ってくださった、ぞうきん

１００枚を、宮城県気仙沼市へお届けしました！

ご協力ありがとうございました。今後もちくちくの会では被災地へ

ぞうきんをお届けしていく予定です。

引き続き、皆さまのご協力をよろしくお願いします。

～皆さまの手作りぞうきんを被災地へ～

みんなの思いを、秋田パドラーズさんがつないでくださいました！！



編み物に興味のある方、一緒に楽しみませんか！！初心者の方、大歓迎

です！編み物をしながら、おしゃべりを楽しんだり、ホッとできる時間

を一緒に過ごしませんか。ご参加お待ちしております。(^_^)

【開催日時】 令和４年１１月２５日（金）
午後１時３０分～３時

【参加料】 無料
【定 員】 ３名
【持ち物】 ｢お気に入りの毛糸｣がある方はご持参ください。

※かぎ針・とじ針、毛糸は多少ございます。

【申込期限】 令和４年１１月２２日（火）
【申 込 先】 秋田県総務課 被災者支援班

℡０１８－８６０－４５０４

かぎ針でコースターを編んでみよう！！

刺し子のお弁当包みを作ります。絵柄がプリントされているので、

どなたでも簡単に挑戦できます！刺し子の伝統柄が楽しめます♪

材料はご用意いたしますので、お気軽にご参加ください。

布地サイズ 約４３㎝×４７㎝

【開催日時】 令和４年１１月２６日（土）
午後１時３０分～３時

【参 加 料】 無料
【定 員】 ３名
【申込期限】 令和４年１１月２２日（火）

【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。

お好みの図柄と糸を選んでいただきます。

ボタンとゴムを付けなければ、

ランチクロスにもなります

使い方はあなた次第♪



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

【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‼」

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

１１月の横手・湯沢避難者交流サロンはお休みします。

１２月の開催については、次月号のスマイル通信にてお知らせします。

こころの寄り添い事業

１１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。

保健師が
お待ちしています

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１１月１７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。

連絡先
大仙フレンズ（担当；高橋）

TEL；090-9670-2852 FAX；0187-42-8645

「癒しの場」としての「交流サロン」‼ 是非、 ‼気楽にご参加ください お待ちしています。

【11 月の交流サロンの日】

【日 時】 令和４年１１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」
（大仙市幸町 2-70 電話 0187-88-8722）

【内 容】 「折り紙」教室の開催

さて今度は、当サロン恒例の

‼「大曲駅東西通路」展示の準備です
参加をお待ちしています。

【昼食代】 大人 200 円（小学生以下無料）

昨年の展示の様子

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp


２０２２年度 下半期

最寄りのハローワーク総合案内窓口 （当日受付も可能）

電 話 各ハローワークの電話番号をご参照ください。

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 TEL 018-8６０-1364

［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。

ハロー
ワーク

電話番号 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

能代 0185-54-7311 10日(木) 8日(木) 12日(木) 9日(木) 9日(木)

大館 0186-42-2531 24日(木) 22日(木) 26日(木) 22日(水) 23日(木)

鷹巣 0186-60-1586 15日(火) 20日(火) 17日(火) 21日(火) 20日(月)

秋田 018-864-4111 22日(火) 27日(火) 24日(火) 28日(火) 28日(火)

男鹿 0185-23-2411 11日(金) 9日(金) 13日(金) 10日(金) 10日(金)

由利  
本荘

0184-22-3421 17日(木) 15日(木) 19日(木) 16日(木) 16日(木)

大曲 0187-63-0335 8日(火) 13日(火) 10日(火) 14日(火) 14日(火)

角館 0187-54-2434 22日(火) 27日(火) 24日(火) 28日(火) 28日(火)

横手 0182-32-1165 15日(火) 20日(火) 17日(火) 21日(火) 20日(月)

湯沢 0183-73-6177 10日(木) 8日(木) 12日(木) 9日(木) 9日(木)



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

◆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丁寧に対応します。

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◇

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

※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。

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。

https://hisai.moyaroom.jp
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2 菊地相談員 3 文化の日 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】 【避難者交流センター休館日】 【避難者交流センター休館日】

6 7 8 9 菊地相談員 10 只野相談員 11 矢澤相談員 12 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）

13 14 15 16 只野相談員 17 矢澤相談員 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）

【避難者交流センター休館日】

20 21 22 23 勤労感謝の日 24 菊地相談員 25 矢澤相談員 26 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】 【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）

「ハンドメイド講座

編み物（かぎ針編）」

13：30～15：00

（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 菊地相談員 12/

1

矢澤相談員 2 矢澤相談員 3

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«折り紙»

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４年 １１月 ７日 第１３２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

１１月に入ると、今年は何があったのか、どんな年だったの

かと１年を振り返る時期になってきました。

今年も、いろいろな事件、事故がありましたが、最大の関心

事は、コロナ禍での行動制限が緩和され日常が戻ってきた事で

しょうか。

観光地にも人出が増えて来た感じがし、自分もここしばらく

行かなかった温泉にも出かけたり、秋の味覚を楽しみたいと思

う様になってきました。日常が戻る事は、いい事ですね。

（菊地）

フリートー
ク


