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コーヒー＆ニット

今話題の「アマビエ」が人気のニットカフェ「ＩＶＹ」さん

（秋田市楢山）。これまで避難者の方に寄り添っていただいた店主・

髙畑美幸さんに、取材させていただきました。

店内に入ると、愛らしい「アマビエ」ちゃんがお出迎えしてくれま

した。そしてその後ろには壁一面・圧巻の「絆タペストリー」が。

最初にタペストリーの製作についてお話を聞かせていただきました。

東日本大震災支援のために何か出来ないかと「平和の手仕事」

と題しＳＮＳでタペストリーのパーツを募集したところ、賛同し

てくださった方々から 10㎝四方のパーツとお手紙が届き、

最終的に3000枚近く集まりました。

お手紙には、「全国の皆さんが編んだものが一つのタペストリーになるということで、

わずかですが気持ちを込めて作らせていただきました。」 「大震災を忘れていない

こと、何か皆さまのお心に寄り添うことがしたいと願っていることが少しでも伝わると

嬉しいです。」 「被災者の一人として感謝の思いです。」 とたくさんの思いが綴られていました。全国の皆さんの思い

が詰まったパーツを秋田ニッターズの皆さんで編み繋いだ「絆タペストリー」は、昨年10月に大仙市の池田氏庭園で公

開することができ、震災支援の集大成となりました。全国の皆さんの思いを形にして伝えられ、支援の一助となれたこ

とが嬉しかったです。

平成２４年からスタートした『ソフトねんど講座』が８月１９日
（水）の開催で終了となります。髙畑さんと講師の岩渕先生の『県内
に避難している子どもたちに、少しでも楽しい時間を提供したい』と
いう熱い思いに支えられこれまで４２回の講座が開催されています。
最後のソフトねんど講座の詳細は３ページに掲載しています！
皆さまの参加お待ちしております♪

「離れていても寄り添っているよ」という思いを繋いだ髙畑さん。

今、コロナ自粛で外出や人との交流が減っている状況で、「アマビエ」に込めた思い

を伺いました。

「コロナウイルスの収束と罹患された方々の１日も早い回復、医療関係者への感謝の思

いを込めて編んでいます。少しでも皆が明るく元気に過ごせることを願っています。」

地元楢山での「はしご市」を通して避難者支援を続けてきてくださいましたが、

近隣や手芸を通して、ゆるやかな「人のつながり」を大切にされているのを感じま

した。取材中も訪れるお客さんやニッターズの方々と、コーヒーの香りが漂う店内

で笑い声が響いてました。

店主の笑顔や「アマビエ」ちゃんに会いにふらっと訪れてみませんか♪ 疫病退散！
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開 館 日：
他、生涯学習センター休館日も休館します

開館時間：午前９時半～午後４時半
住 所：秋田市山王中島町１－１（秋田県生涯学習センター３F）

T E L：

今年度の定住情報や就労情
報・職業訓練などを掲示して

います♪気になった情報は
コピーもできます。

←新聞（岩手・河北・福島民友・福島民報）

閲覧できます♪

編み物・裁縫などにチャレンジできます♪

県児童会館

みらいあ

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

７月臨時休館のお知らせ

７月２５日（土）

～ゆずります～

・水切りかご

・男児デニムパンツ 150 センチ

・そろばん

・自転車（女児）16 インチ

・食器各種（カップ&ソーサーなど）

～ゆずってください～
・自転車（24インチ、26 インチ、27 インチ）各一台

・湯沸かし器（都市ガス）

・泉中女子制服（夏・冬）
ジャケット １３号
スカート Ｗ７０

・男児服 110 ｰ 130 センチ

・女児服 130 センチ

・レディース服 Ｍサイズ

・メンズ服 Ｌサイズ

・スニーカー 男女１８㎝～
冬物）
・敷布団シーツ
・冬用ブーツ
・スキー用手袋

「ゆずってください。」「ゆずります。」それが『おたがいさま掲示板』です。

皆さまからお寄せいただいた声を、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ます。

○注意事項○

・譲りたい物がある場合は、現物を持ってくるのではなく、写

真または画像データをお持ちください。
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ゆっくりと雑誌を読んだり、編み物や裁縫に熱中したり、お茶を飲みながら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。

普段の忙しさから抜け出して、一緒に穏やかな時間を過ごしましょう。

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２年７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２年 ７月 ９日（木）．１６日（木）．３０日（木）
８月 ６日（木）．２０日（木）．２７日（木）

午後１時～４時 お好きな時間にお越しください。

支援相談員と一緒にお茶を飲みながら、ゆっくりと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。

※『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♪

【開 催 日 時】 令和２年 ８月１９日（水） 午後３時～４時３０分

【定 員】 ８名
【参 加 料】 ５００円（材料とコーヒー代）
【申 込 期 限】 令和２年 ８月１２日（水）

【開 催 者】 シュガーアートサロン秋田 （アトリエ）岩渕加代子
コーヒー＆ニット ＩＶＹ 高畑美幸

【申 込 先 】 秋田県被災者受入支援室 ０１８－８６０－４５０４

作品名
ひまわりちゃんとミツバチ
ちゃんの夏！（2L版サイズ）

H24 年から始まったソフトねんど講座も最後となりました。
最後の作品は、『ひまわり』です。

岩渕先生の【みんなで仲良く明るく前を向いて歩こう】という意味が込められています。

【 開 催 日 時 】 令和２年７月２９日（水）◎午前１０時～正午

【 持 参 物 】 ガーゼマスク・リッパー
【 講 師 】 鈴木 さおりさん
【 申 込 期 限 】 開催日前日

（３密を避けるために、２世帯の申込みとさせていただきます。）
【 申 込 先 】 被災者受入支援室 ０１８ー８６０－４５０４

ガーゼマスク、眠っていませんか？
ガーゼマスクをリメイク♪
プリーツをつけて機能性アップしましょう！

ちくちくの会では、ぞうきん作成のためのタオルを募集しています！

ご自宅に眠るタオルを寄付(提供)してくださる方がいらっしゃいましたら、是非ご一報ください。

お好みのサイズにリメイク
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【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

参加者からの要望を受け、今月より毎月定期的に横手・湯沢避難者交流サロンを開催します。
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、県南地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も開催しますの
で、どうぞ、お気軽にお越しください！
７月は被災者受入支援室の職員と支援相談員が参加します。お困り事はもちろん要望等がございまし

たらご相談下さい。近況報告も大歓迎です。皆さまのご来場お待ちしております。

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋）
TEL 090-9670-2852

はぴねす大仙

「はぴねす大仙」大仙市幸町2-70
電話 0187-88-8722

こころの寄り添い事業

７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

【開催日時】令和２年 ７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。

【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 ℡ ０１８２－３３－２００２）

【開催日】令和２年 ７月 １７日（金）AM 茶道体験 PMおしゃべりサロン

【時 間】午前１０時～午後３時

約 4ヶ月振りに「交流サロン」を開催しました。直接、顔を見ながら会
話が出来る喜びを、殊更ながらに感じた日となりました。
今月は、秋田県主催の「つながる秋田」の開催が、秋田市の遊学舎で行

われる関係で、午前中だけの開催といたします。ご了承ください。

【７月の交流サロンの日】

【日時】 令和２年 ７月２６日（日）午前 10 時～12 時
【場所】 地域交流センター「はぴねす大仙」
【教室】 「折り紙教室」

【支援室より】６月の交流サロンにお邪魔させていただきました♪大仙サロンはゆったりとした時間が
流れていて、心地よく過ごせる空間でした。昼食はみんなで協力して作成！（ほぼ高橋シェフが三つ星料

理を披露してくれました！）美味しい昼食に舌鼓をうちながら近況報告をし絆が深まった 1日でした♪

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。

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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【県民の皆さまへのお願い】

新型コロナウイルス感染症は、

飛沫感染や接触感染により、他の

人に感染を広げることが知られて

います。現在、新規感染数は限定的

となっておりますが、ワクチンや

有効な治療薬が開発されるまで

は、警戒を怠れば、再度感染が拡大

する可能性があります。このため、

事態が収束するまでの長丁場に備

え、これらの感染経路へのリスク

対策を取り入れた新しい生活様式

を実践していく必要があります。

自らを感染から守るだけでなく、

自らが周囲に感染

を拡大させないよう、一人ひとり

の心がけが何より重要でありま

す。県民の皆さまにおかれまして

は、日々の生活において、「人との

接触を 8 割減らす、10 のポイン

ト」及び「「新しい生活様式」の実

践例」を参考に、感染防止対策に取

り組んでくださるようお願いしま

す。

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部with コロナ
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・芝童森住宅 ３戸 ・獅子ヶ森住宅 ２戸

・花岡改良住宅 ２戸

・萩の台住宅 ２戸

秋田県内でお住まい・お仕事をお探しの方へ
東日本大震災により本県に避難されている方が、秋田県営住宅へ入居を希望する

際には、次のとおり優遇措置が適用されます。

なお、入居する際は所得状況に応じ家賃等がかかります。

〔主な優遇措置〕

１．入居決定に係る公開抽選の優遇について

対象となる方は、公開抽選における当選確率が２倍に引き上げとなります。

２．「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象者の入居について

対象となる方は、収入要件や住宅困窮要件が緩和される場合があります。

※「居住実績証明書」の申請等や必要な場合は、避難元市町村へお問い合わせください。

美の国あきたネット

「組織別一覧」→「建設部」→「建築住宅課」→「県営住宅の空き家情報」

只今、募集はありません。

由利本荘市

大仙市

横手市

秋田市

大館市

能代市

湯沢市

にかほ市

・梵只今、募集はありません。

男鹿市

潟上市

・追分長沼住宅 1戸

お問合せ先 秋田地域振興局 建設部

℡018-860-3490

・船越内子住宅 １戸

募 集 締 切 ７月 １０日

抽 選 日 ７月 １３日

入居可能日 ８月 １日

お問合せ先 北秋田地域振興局 建設部

℡0186-63-2531

・倉内住宅 ２戸

・松崎住宅 １戸

・手形山２号住宅 １戸

・御野場住宅 ３戸

・新屋住宅 ２戸

・ＮＴ御野場 １戸

・大野住宅 ２戸

・手形山１号 ２戸

・南が丘住宅 １戸

・手形山１号住宅 ３戸
（特公賃）

募 集 締 切 ７月 １３日

抽 選 日 ７月 １５日

入居可能日 ８月 １日

お問合せ先 仙北地域振興局 建設部

℡0187-63-3113

募 集 締 切 ７月 １０日

抽 選 日 ７月 １３日

入居可能日 ８月 １日

お問合せ先 北秋田地域振興局 建設部

℡0186-63-2531

お問合せ先 仙北地域振興局 建設部

℡0187-63-3113

募 集 締 切 ７月 １０日

(1月を除き毎月 1日までに公表)
抽 選 日 ７月 １３日

入居可能日 ８月 １日

お問合せ先 (財)秋田県建築住宅センター
℡018-836-7850
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実施時

期
訓練科名 定員 実施場所 地域 訓練期間 申込期間

８月
パソコン初級科 15名 大曲技術専門校 横手

令和２年 ８月１８日(火)～

令和２年 １１月１３日(金)

令和２年 ６月２２日(月)～

令和２年 ７月２２日(水)

医療事務実務科（デュアル） 1０名 鷹巣技術専門校 大館
令和２年 ８月２０日(木)～

令和２年 １２月１６日(水)

令和２年 ６月２３日(火)～

令和２年 ７月２２日(水)

パソコン・事務習得科 15名 秋田技術専門校
由利

本荘

令和２年 8月２6日(水)～

令和２年 １１月２４日(火)

令和２年 ６月２３日(火)～

令和２年 ７月２７日(月)

介護職員初任者研修科 15名 大曲技術専門校 大仙
令和２年 ８月２５日(火)～

令和２年 １１月２０日(金)

令和２年 ６月２６日(金)～

令和２年 ７月２８日(火)

９月
テクニカルオペレーション科 15名 ポリテクセンター秋田 －

令和２年 ９月 １日(火)～

令和３年 ２月２６日(金)

令和２年 ７月 １日(水)～

令和２年 ７月２９日(水)

パソコン初級科 15名 秋田技術専門学校 潟上
令和２年 ９月１５日(火)～

令和２年 １２月１４日(月)

令和２年 ７月 １日(水)～

令和２年 ８月 ６日(木)

会計事務科 15名 秋田技術専門学校 秋田
令和２年 ９月 ８日(火)～

令和３年 １２月 ７日(月）

令和２年 ７月 １日(水)～

令和２年 ８月 ６日(木)

パソコン初級科 15名 鷹巣技術専門校 能代
令和２年 ９月 ４日(金)～

令和２年 １２月 ３日(木)

令和２年 ７月１０日(金)～

令和２年 ８月 ７日(金)

介護職員初任者研修科 15名 秋田技術専門学校 秋田
令和２年 ９月１０日(木)～

令和２年 １２月 ９日(水)

令和２年 ７月 １日(水)～

令和２年 ８月 ６日(木)

パソコン・事務習得科 15名 大曲技術専門校 大仙
令和２年 ９月 ８日(火)～

令和２年 １２月 ７日(月)

令和２年 ７月１３日(月)～

令和２年 ８月１１日(火)

パソコン・事務習得科 15名 鷹巣技術専門校 大館
令和２年 ９月 ８日(火)～

令和２年 １２月 ７日(月)

令和２年 ７月１４日(火)～

令和２年 ８月１１日(火)

パソコン・事務習得科 15名 大曲技術専門校 横手
令和２年 ９月１７日(木)～

令和２年 １２月１６日(水)

令和２年 ７月２０日(月)～

令和２年 ８月１９日(水)

実施

時期
訓練科名 定員 実施場所 訓練期間 申込期間

９月
パソコン経理事務科 1７名

OA ステーション湯沢校

（湯沢市）

令和２年 ９月 １日(火)～

令和２年 １１月３０日(月)

令和２年 ７月 ６日(月)～

令和２年 ７月３１日(金)

パソコン・簿記事務科

（託児） 12名
ＯＡ ステーション秋田校

（秋田市）

令和２年 ９月１０日(木)～

令和３年 １月 ８日(金)

令和２年 ７月１７日(金)～

令和２年 ８月 ７日(金)

ビジネスパソコン基礎科 1０名
OAステーション大曲校

（大仙市）

令和２年 ９月１６日(水)～

令和２年 １２月１５日(火)

令和２年 ７月２０日(月)～

令和２年 ８月２１日(金)

８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２年９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

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
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5 6 7 8 石川相談員 9 菊地相談員 10 只野相談員 11 松田相談員

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【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 松田相談員 16 只野相談員 17 菊地相談員 18 石川相談員

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 「保健師の定期相談」

「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

※茶道体験サロン

10::30～12:00

※保健師相談会

（横手市高齢者センター）

学習支援

19 20 21 22 菊地相談員 23 海の日 24 スポーツの日 25

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 【交流センター休館日】

26 27 28 29 只野相談員 30 菊地相談員 31 石川相談員 8/1 松田相談員

【交流センター休館日】

「 つ な が る 秋田～

夏の交流会」

13：00～16：00

（遊学舎）

交流サロンin大仙

10::00～12:00

(はぴねす大仙）

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 「ガーゼマスク

リメイク講座」

10:00～12:00

（避難者交流センター）

「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２年 ７月 ９日 第１０４号

秋田県企画振興部総合政策課被災者受入支援室

〒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

夏といえば『おまつり』(*^_^*)しかし、今年の夏は
残念ながら県内各地のおまつりやイベント等は中止と

なり、例年と違った寂しい夏になりそうです。

我が家の子どもたちは、『おまつり』＝『出店で好き

な物を買う』のが楽しみだったようです。今年の夏は、

おとなしく家で、たこ焼きやクレープ、チョコバナナ

などを作ったり、ナーフで射的など、家で手作り感あ

るおまつりを楽しもうと思ってます♪

※「ナーフ」とは、おもちゃの空気銃です。

（只野）

１８日（土）は石川相談員が小中学生対象とした学習支援を

行います。（開催時間 10：00～12：00、13：00～16：00）
土日の宿題の丸付けや、家庭学習のサポートをします♪事前

に申込みいただかなくても大丈夫ですが、連絡いただけると

問題等準備します。お待ちしております♪

フリー
トーク


