
※新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの着用と、体調が悪い場合の参加はご遠慮いただくなど、ご協力をお願いします。

《お問い合わせ先》
特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ TEL 018-829-2140
秋田県総務部 総務課 被災者支援班 TEL 018-860-4504

エントランスにてパネル展示

秋田県内に避難された方より「被災地のために少しでも役に立ちたい」との声が寄せられ始まった「ちくちくの会」。

一針一針思いを込めて縫ったぞうきんを被災地へ届け、秋田と被災地がつながり絆を深めました。これまでの取り組

みの様子をパネル展示しますので、ぜひご覧ください。

き ず な

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

詳細は同封のチラシをご覧ください。

【日時】 ２０２３年 ３月 11 日（土） １４時～１５時３０分

【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）

「３．１１を忘れない・・・」

震災から１２年が経つこの日。

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。

参加無料
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【令和５年４月１日からの開設日時・場所等】

開 設 日 月～金
※土曜日は、予約制で相談等に応じます。

開設時間 午前９時半～午後４時半

場 所 秋田県庁舎内

電 話 ０１８-８６０-４５０４
※移転場所の詳細は、後日、お知らせします。

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

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

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。

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。
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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。

・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。

令和５年
２月 ２日（木).９日（木).１６日（木)
３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。

これまでの累計４２５０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!!

『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♪

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５年 ２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♪」
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こころの寄り添い事業

２月の保健師相談会

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。

※ 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。

【開 催 日 時】令和５年 ２月２２日（水）午後 1時～４時
【相 談 員】在宅保健師（ゆずり葉の会）

ふかふか座布団に座っ
た、ほっこりうさぎ！！

令和４年度 ハンドメイド講座 作品紹介

編み物

目の数は同じでも、毛

糸の色や太さで雰囲

気が変わる！！

なかなか模様が出てこ

なく、少しだけ力を入れ

て削ってみたよ！！

布全体に柄があり、縫うの

に時間が必要！！ゴムとボ

タンが付かないお弁当包み

にしてみた。 うさぎの丸いしっぽがか

わいい♥

つや出しを塗りつやつや

お肌に！！

皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしました。
またのご参加、お待ちしております。

少し固めの粘土を使

用。

均等に伸ばすのが少

し難しかったけど形は

整えやすかった！！
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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！

２月の「交流サロン in 大仙市」と、「横手・湯沢避難者交流サロン」

に支援相談員も参加します！お困りごと、不安に思うことなどござい
ましたらご相談ください。近況報告も大歓迎です。参加される皆さん
と楽しい時間を過ごせるようお手伝いします。

大仙
フレン

ズよ
り 「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

連絡先
大仙フレンズ（担当；高橋）
TEL；090-9670-2852 FAX；0187-42-8645

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

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。
２月は『折り紙・おしゃべりサロン』です！参加された皆さまが楽しめるイベントを開催します。
みなさまのご来場をお待ちしております！

【日 時】 令和５年２月１７日（金）
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）

【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

日程は下記の

とおりです！

‼二年ぶりに、開催します

【２月の交流サロンの日】

【日 時】 令和５年２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】 谷京子さん率いる「グループかぜ」による

「読み聞かせ」
受付 10：15～

開始 11：00～
予めお申込みをお願い致します。締切 2月 18 日

【参加費】 大人 500 円（小学生以下無料）
※新型コロナの感染状況により中止も考えられます。予めご了承ください。

2021年 3月
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３月からの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

令和５年４月までに開催の訓練 すべてハローワークにお申し込みいただく訓練です！

求職者支援訓練

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

令和５年　３月１４日（火）～ 令和５年　１月２３日（月）～

令和５年　６月１２日（月） 令和５年　２月２２日（水）

令和５年　３月２３日（木）～ 令和５年　１月２６日（木）～

令和５年　６月２０日（火） 令和５年　２月２８日（火）

令和５年　３月２３日（木）～ 令和５年　１月３１日（火）～

令和５年　６月２０日（火） 令和５年　２月２８日（火）

令和５年　３月１７日（金）～ 令和５年　１月２５日（水）～

令和５年　６月１５日（木） 令和５年　２月２４日（金）

令和５年　３月２８日（火）～ 令和５年　１月３０日（月）～

令和５年　６月２３日（金） 令和５年　２月２８日（火）

令和５年　４月　７日（金）～ 令和５年　２月１７日（金）～

令和５年　９月２０日（水） 令和５年　３月１６日（木）

令和５年　４月　７日（金）～ 令和５年　１月１０日（火）～

令和６年　３月１１日（月） 令和５年　２月１６日（木）

令和５年　４月１１日（火）～ 令和５年　２月１７日（金）～

令和５年　９月１２日（火） 令和５年　３月１６日（木）

令和５年　４月　４日（火）～ 令和５年　１月　６日（金）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　２日（木）

令和５年　４月　５日（水）～ 令和５年　１月　６日（金）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　８日（水）

令和５年　４月１０日（月）～ 令和５年　１月　６日（金）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　９日（木）

令和５年　４月　８日（土）～ 令和５年　１月　６日（金）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月１５日（水）

令和５年　４月１０日（月）～ 令和５年　１月　６日（金）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月１５日（水）

令和５年　４月１０日（月）～ 令和５年　１月　６日（金）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　９日（木）

令和５年　４月１０日（月）～ 令和５年　１月１０日（火）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　８日（水）

令和５年　４月１０日（月）～ 令和５年　１月１０日（火）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　８日（水）

令和５年　４月１２日（水）～ 令和５年　１月１９日（木）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　７日（火）

令和５年　４月１２日（水）～ 令和５年　１月１９日（木）～

令和７年　３月３１日（月） 令和５年　３月　７日（火）

パソコン・事務習得科 15名 ＯＡステーション大曲校 大仙

パソコン・事務習得科 20名 ＯＡステーション秋田校 秋田

パソコン・事務習得科 15名
(有)みくにコンピューター　　　　　　

スクール大館支社
大館

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 15名 （株）しすてむ工房 横手

建設機械運転科 20名 秋田県立鷹巣技術専門学校 北秋田

木造建築科 10名 秋田県立鷹巣技術専門学校 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学校 大仙

介護福祉士養成科 5名 日本赤十字秋田県短期大学 秋田

保育士養成科 4名 聖園学園短期大学 秋田

保育士養成科 8名 聖霊女子短期大学 秋田

美容師養成科 2名 秋田ヘアビューティカレッジ 秋田

美容師養成科 2名 秋田県理容美容専門学校 秋田

栄養士養成科 10名 聖霊女子短期大学 秋田

ＩＴエンジニア養成科 6名 秋田コアビジネスカレッジ 秋田

経理スペシャリスト養成科 2名 秋田コアビジネスカレッジ 秋田

経理スペシャリスト養成科 2名 秋田情報ビジネス専門学校 秋田

ＩＴエンジニア養成科 6名 秋田情報ビジネス専門学校 秋田

３月

４月

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５年　３月１７日（金）～ 令和５年　２月　１日（水）～

令和５年　６月１６日（金） 令和５年　２月２１日（火）

令和５年　３月２３日（木）～ 令和５年　２月　７日（火）～

令和５年　６月２２日（木） 令和５年　２月２８日（火）

令和５年　３月２４日（金）～ 令和５年　２月　２日（木）～

令和５年　４月２３日（日） 令和５年　２月２２日（水）

３月

簿記も学べるパソコン事務科 15名
コンピュータスクール　　　　　　

デュナミス秋田校
秋田

ビジネスパソコン科 15名 鹿角地方職業能力開発協会 鹿角

動画クリエイター養成科　　　　　　　

（短期間・短時間）
15名 ママファミ 秋田
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全国避難者情報システムについてのお願い

※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.

▶秋田県内の市町の窓口（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・解除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。）

□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。

□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

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

ご本人からの届け出が必要です。

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。
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29 30 31 2/1 菊地相談員 2 矢澤相談員 3 只野相談員 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 矢澤相談員 9 菊地相談員 10 只野相談員 11 建国記念日

【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】 「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】

12 13 14 15 菊地相談員 16 矢澤相談員 17 菊地相談員 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】 「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

※折り紙

（横手市高齢者センター）

【避難者交流センター休館日】

19 20 21 22 只野相談員 23 天皇誕生日 24 菊地相談員 25 矢澤相談員

【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」

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】

26 27 28 3/1 2 3 4

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«読み聞かせ»
※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】 「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 ５年 ２月 ９日 第１３５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

フリ
ート
ーク

１月２４日から日本海を中心に最強寒波がやって来まし

た。２４日は暴風雪で雪が斜めから私の体に巻き付きま

す。黒いダウンも白くなり、まるで雪だるまのようになっ

てしまいました。この寒さで逆さつららが出来たとニュー

スになっていました。私はまだ見たことはないですが、気

温が低くなると、考えられない現象が起こるのですね。暑

さ寒さも彼岸までと申します。もう少しお待ちください。

春がすぐそこにやって来ています。

（矢澤）
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