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秋田県内避難者支援情報紙 

“秋田のなつまつり” 

秋田の熱い夏がやってきました。 

今回は、夏のイベントやまつり

のご紹介をします。 

秋田は国指定重要無形民俗文

化財の数が１６あり全国一なの

をご存知ですか？ 

その土地の民俗、風習、技術を

伝承し文化を保護するのは大変

な事だと思います。今年登録され

たばかりの「花輪祭の屋台行事」

など、他にもたくさんあるので秋

田の伝承文化をご覧ください。 

全国線香花火大会では 100 円

の協力金の一部で被災地の子ど

も達に花火を送る活動をしてい

ます。 
※９ページにイベント一覧を掲載しています。 
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開館：毎週火～日曜日（月曜休館）10:00～17:00 

※月曜祝日の場合は開館し翌日休館 

住所：秋田市山王中島町１－１ 

（秋田県生涯学習センター３階） 

電話：  

秋田県避難者交流センター ★お盆休みのお知らせ 

▼みなさまが気軽にくつろげる交流サロンです。▼避難元地元紙【岩手日報、河北新報（宮城県版）、福島民友、福島民報】や、広報誌、インタ

ーネット閲覧用パソコン、ネットワーク無線 LAN、各種書籍、秋田の情報を配置しています。▼さらに不定期に善意で寄せられた物資も提供して

おります。▼小さなお子様が遊べるスペースもあります。▼ほっとできる温かい空間です。ご来場お待ちいたしております。▼引き続き、イベン

トも募集しております。 

◎ ７・８月「ちくちくの会」  
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？ 

みなさまに心を込めて作っていただいたぞうきんは、被災３県にお届けし、活用していただいております。 

ぞうきん以外にも「タオルずきん」「タオルで作るあずま袋」も作ることができます♪（左の写真） 

いずれも材料はこちらで準備していますので、お気軽にご参加ください。 

みなさまのお越しをお待ちしております。 

○ 開催日時  ※７・８月は木曜日と土曜日に予定しています★ 

７／１２（土），１７（木），２６（土） 

８／  7（木），２3（土），２８（木） 

午後１時～午後 4 時（お好きな時間にお越しください。） 

○ 持 ち 物： なし   ○ 申込 ： 不要 

○ お問合せ先：秋田県被災者受入支援室 ０１８－８６０－４５０４  

※７／３１（木）はお休みさせていただきます。 

※８／７（木）は保健師相談も同時開催します。 

 

「ちくちくの会」で、みなさんが作ってくださった雑巾は、支援団体を通じて被災３県へお届けしています。 

今回は、支援団体の「秋田友の会」さんのご協力により、宮城県気仙沼市の「キッズ ROOM おひさま」さん 

など、気仙沼市内の施設に届けます。 

みなさんに心を込めて縫っていただいた雑巾１枚１枚を通じて、東北各県の方々がつながるようになりました。 

このご縁を大切にして、これからも被災地へお届けできたらいいな…と思っています。 

これからもご協力をよろしくお願いします！ 

 

以前、「秋田友の会」さんを通じて、岩手県釜石市・大槌町方面に雑巾を届けま 

した。今回、そのお礼として、ペットボトルのキャップを利用して作った可愛ら

しい「針刺し」が届きました。 

心のこもった手作りのお礼の品にとても温かい気持ちになりました。 

【重要】８／１１（月）～１５（金）休館します！ 

 



3 
 

◎ パステル和みアート講座   ★夏休みの自由研究にいかが？ 
子ども達の自由研究用に作成します。夏をテーマにした「金 魚」の絵を描き 

額に入れて完成！！夏の思い出として飾るのもいいですね。是非ご参加ください。 

          

○ 開催日時 ： 平成２６年７月２７日（日） 午前１０時～11 時 30 分 

○ 定員   ： ５名 

○ 持ち物  ： なし 

○ 参加料  ： ５００円 

○ 申込期限 ： 平成２６年７月２２日（火） 

○ 申込先  ： 秋田県被災者受入支援室 ０１８―８６０―４５０４ 

○ 開催者  ： 「one  day  shop  四葉」伊藤 美華里   

 
※イメージです

◎ たのしい編み物講座   
 この度（社）日本編物文化協会さんから編み物教室に毛糸を頂きました。 

この頂いた毛糸で、皆さんの「作る楽しみ」が増えたらいいと考えています。 

初めて編み物をされる方から、経験のある方までその方にあわせて丁寧にお教えしますので、お気軽にご参加ください。 
  

○ 開催日時 ： 平成２６年  ８月２６日（火）午前１０時から１２時 
 

○ 持 ち 物 ： 「かぎ針」と「お気に入りの毛糸」がある方は、ご持参ください。 

          ＊写真のケープを作りたい方は、毛糸を３玉ご持参ください。 

          ＊ネット編みのベストにも挑戦できます。 

○ 定   員 ： なし    ○ 参加料 ： 無料 

○ 申込期限 ： 開催日の前日まで 

○ 申 込 先 ： 秋田県被災者受入支援室  ０１８－８６０－４５０４ 

○ 開 催 者 ： 工房 ぬくもり   講師：鈴木 美保子 

 

 

 

 

 
 

今話題の本格的コーヒーメーカーで入れたひと味違うコーヒーで、ホッとひと息しませんか。ぎこちない手つきですが、相談員がお淹れします。

皆さんとご一緒に故郷のお話、最近の出来事などなど、コーヒーの香りのなかで、こころ触れ合う時間をお過ごしください。 

※コーヒーが苦手な方は、申し込み時にお話しください。 

 

○ 開 催 日 ： 平成２６年 ７月１７日（木）    

○ 時  間 ： 午前１０時３０分～１１時３０分 

○ 場  所 ： 避難者交流センター（秋田県生涯学習センター）３F 

○ 参 加 料 ： 無料 

○ 申込期限  ：  平成２６年 ７月１５日（火） 

○ 申 込 先 ： 秋田県被災者受入支援室 ☎０１８－８６０－４５０４ 

○ 協  賛 ： 福島県ふるさとふくしま帰還支援事業によって助成された事業です。 

 

保健師による定期相談会のご案内 

毎月避難者交流センターにて保健師による定期相談会を開催しております。皆さんが少しでも快適に過ごせるように、健康相談や育児相談など

を行っております。また、秋田在住の保健師が簡単な生活相談にも応じ、ご好評をいただいております。 

ご相談内容は、厳守しますので、安心してご利用ください。 
 

７月と８月の定期相談会のご案内 
日時 ： 平成２６年 ７月２７日（日）＊子育て相談会（子育てのお悩み・お子さんの健康のことなど、お気軽にご相談ください。） 

８月 ７日（木）●転倒予防体操（転倒予防体操をお教えします。） 

☆８月３１日（日）☆印のみ医師による相談会を同日開催します（午後１時３０分～３時３０分） 

毎回 午後１時～４時 

 

※終了時間の３０分前までにお越しください。 

※静かにお話したい方には、個室を用意することもできます。 



4 
 

医師による定期相談会のご案内 
思春期の子供との関わり方や、学校での問題を抱えている方、「眠れない」「イライラする」などの心身の不調のある方の健康を願い、医師に

よる相談会を開催いたします。受診しようか迷っている方もお気軽にご利用ください。お子様もご相談できます。 
 

日時 平成２６年８月３１日（日）午後１時３０分～３時３０分 

 

予約優先：相談時間が他の方と重ならないように事前にご予約をお願いします。 

定 員 ：２名様    

 ※静かにお話したい方には、個室を用意することもできます。 

県内避難者こころの寄り添い講演会～よりよい生活のために～ 

秋田に避難されている皆さんに、笑顔で安心してお過ごしいただくためのお手伝いとして、講演会を開催いたします。 

お気軽にご参加いただき、秋田での生活がよりよいものになることを願っております。 
 

◎開催日時 ： 平成２６年 ７月１９日（土） 午後１時～５時 

◎開催場所 ： 秋田県生涯学習センター ３階 講堂 

◎第１部   「自分で出来る対処法を学ぼう～セルフヘルプ講座～」 午後１時～２時 

講師 秋田大学准教授 佐々木久長 氏 

◎第２部   「秋田での就職活動が円滑にいくために」 午後２時１０分～２時５０分 

          講師 フレッシュワークＡＫＩＴＡ 

◎第３部   「就労支援コーナー」  午後３時～５時 

        ★出張ハローワーク秋田「就労相談」 

        ★出張フレッシュワークＡＫＩＴＡ「カウンセリング」 

         ※予約なしでの当日の相談も受け付けます。 
 

◎対 象 者 ： 避難されている方 

（託児付き・小学生以上のお子様には「学習支援」も行います） 

◎申 込 先 ： 秋田県被災者受入支援室 ０１８－８６０－４５０４ 

※ 当日ご参加の方も大歓迎です。ぜひお越しください。 

 

就労情報は交流センターで！ 
秋田県に避難して“正社員の仕事に就きたいな～”“そろそろ少しパートで働いてみようかな･･･”“ハローワークが遠いし、混んでいるし･･･”

と、思っている方！！ 

ハローワーク求人情報一覧を、避難者交流センターでも閲覧することができます。（秋田市内の募集分） 

また、避難者交流センターのパソコンでも、その詳細や秋田県内の求人情報も閲覧できますので、ぜひご活用ください。 

他に再就職や転職に向けた職業訓練のパンフレットもご用意しましたので、お気軽に避難者交流センターへお越しください。 

  

※但し、求人情報は閲覧のみです。紹介状や職業訓練申し込みはご希望の方は、ハローワークにてお願いします。 

また、ハローワーク求人情報一覧は、１日程度新着が遅れますが、予めご了承ください。 

 

子ども応援！企画  福島県ふるさとふくしま帰還支援事業 

「大学生とふれあいながら一緒に勉強をがんばろう！」     
まもなく楽しい夏休みがやってきます。避難者交流センターでは、日頃頑張っているお子さんを応援したいと考え、大学生とのふれあい

の時間を過ごしませんか。 

大学生に勉強をみてもらい、分からないところを一緒に考えたり、教えてもらったりするなかで、お子さんに大学生とのおしゃべりを楽

しんでもらい、日頃なかなか話すことができない不安や心配事を少しでも打ち明けたり、お子さんのこころの負担を少しでも軽くするきっ

かけになればと思っております。 

二日間の開催となりますが、二日連続でも一日だけでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。 
 

○開催日時：平成 26 年 8 月 19 日（火）・20 日（水）午前 10 時～12 時  

○開催場所：秋田県生涯学習センター １９日：４階 第二研修室（パソコン室）※インターネット閲覧可能です 

２０日：５階 第四研修室 

   ○持 ち 物： 学習道具（宿題・ワーク等）・筆記用具 

   ○定    員： 各日 10 名   ○対 象 者： 避難されている児童・生徒 

   ○参 加 料： 無料   ○大 学 生： 秋田県内の大学生を予定しています。 

   ○申込期限： 平成 26 年 8 月 12 日（火） 

   ○申 込 先： 秋田県被災者受入支援室 018-860-4504 
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移動交流センター ～みんなで一緒に～      
避難者交流センターがあなたの街に移動します！ 

〈今回のイベント内容は〉 
 私達相談員と一緒に「ぞうきん」を縫いませんか？  縫ったぞうきんは、被災三県にお届けします。支援を受けるだけではなく支援できたら…

そんな声から生まれたイベントです。男女問わず、初めての方でも簡単にできますのでお気軽にご参加ください。作らない方も、新聞や情報誌、

お茶、支援物資（大人服、子ども服）などをご用意しておりますのでお気軽にお越しください。また、今回の移動交流センターには保健師も 

お待ちしておりますのでご自身の体調の事、子育ての事、なんでもご相談いただけます。 
 

第５回 移動交流センターｉｎにかほ市 
●日  時： 平成２６年 ８月 ５日（火）午前 10 時３０分～正午 

●場  所： 金浦勤労青少年ホーム 娯楽室 

（にかほ市金浦南金浦４９－２） 

 ●申込期限： 平成２６年８月１日（金） 

第６回移動交流センターi n 仙北市 

 ●日  時： 平成２６年 ８月２０日（水）午前 10 時３０分～正午 

 ●場  所： 田沢湖総合開発センター２階和室 

          （仙北市田沢湖生保内字宮の後２７） 

 ●申込期限： 平成２６年８月１５日（金） 

●申込先 秋田県被災者受入支援室        

TEL０１８－８６０－４５０４ 

★次回は☆９月２０日（土）能代市 ☆ ９月２５日（木）北秋田市で開催します！！ 

場所等詳細は次回のスマイル通信にてお知らせします。 

横手市避難者交流サロン（毎週金曜日 open！） 
横手市と平鹿地域振興局では、横手市周辺にお住まいの方の交流の場として、 

「横手市避難者交流サロン」をオープンしています。お気軽にお立ち寄りください。 

ご自身のことや子どものこと、日ごろ感じていること、気になることなど相談できます。 

お気軽にご参加ください！！ 

【場所】横手市高齢者センター内１階（玄関を入って右側） 

（横手市条里二丁目２番５２号） 

【開館】毎 週 金 曜 日 午前１０時～午後３時 

※第 2・第 4 金曜日は保健師による相談会も開催します。 

     （８月１５日金曜日はお休みします。） 

★土曜日開催 ７／１２（土）・９／６（土） 
     （８月の土曜日開催はありません。） 

【利用方法】・ご予約はいりません。・開館時間内は自由にご利用できます。・交流サロン内は飲食できます。 

・お茶やお菓子を準備しています。・避難者支援相談員が相談をお受けします。 

・横手市以外にお住まいの方もどうぞご利用ください。 

【お問合せ先】    ○横手市くらしの相談課   電話０１８２－３５－４０９９ 

○秋田県平鹿地域振興局  電話０１８２－３２－０５９４ 

○横手市避難者交流サロン 電話 080-2841-1300 (携帯)※平日日中 

のびのび交流サロン（in 大仙市）毎月 1回開催 
大仙市では避難されている方々が自由に集える場として交流サロンを開設してます。 

「のびのびらんど」で催されているイベントや教室に参加したり、開設日に行われる 

小イベントなど自由に参加できます。 

【日時】 ７月 ２６日（ 土 ） 

午前１０時 ～午後３時 

【場所】 市民交流プラザのびのびランド（大仙市大曲通町花火通り商店街「花火庵」内） 

【お問合せ先】 大仙市総務部総合防災課 避難者支援担当  ＴＥＬ0187-63-１１１１（内線３１９） 

☆おたがい様掲示板も移動しちゃいます！ 

あなたの譲ってほしいものが見つかるかも！？自宅に譲りたいものがある方は写真をお持ち下さい。 

※おたがい様掲示板とは・・・「譲りたい」「譲ってほしい」方の譲り合いのお手伝いをする掲示板です。 

☆子供服等の支援物資コーナー 

☆子供のおもちゃ・絵本・ぬり絵など子供が遊べるコーナー 

☆新聞・情報誌コーナー    
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ひのきの 

はしづくり 

ビーズで 

ブレスレット 

づくり パンケーキ 

づくり 

はしで 

豆つかみ 
折り紙のコマ 

木のコマ 

くじびき 

コーナー 

竹とんぼ 

飛ばし 

詳細は次ページでご確認ください
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第２回ふるさと交流会は「福島県」出身の方を対象にした交流会です。 

今回は「みんなで創ろう！夏祭り」との同時開催です。 

そこでスペシャルな時間を★「高級本格的コーヒーマシーン」で美味しい「コーヒー」を飲みながら 

一緒の時間を過ごしませんか？ 

◎高級本格的コーヒーマシーンで淹れたコーヒーの味に乞うご期待！ 

さらに、同じく避難されている方のご厚意により蓄音機でＢＧＭを流します♪ 

 ★優雅なひとときを感じてください★ 

 

○開催日時：平成２６年７月２９日（火）午後１時３０分～午後３時                  

○開催場所：秋田県生涯学習センター ５階 会議室 

○託  児：未就学児のお子様は託児スタッフとお祭りをまわることができます。 

お母さんは安心して会話と珈琲を♪お子様はわくわく♪ 

ご希望の方は申込時にお伝え下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

｢男の子にも女の子にも簡単ブレスレット☆｣ 

オリジナルのブレスレットを作ろう！ 

パーツを自分で選べます！ 

ホットプレートでパンケーキを焼こう！ 

好きなトッピングを選べます。 

折り紙・木工品でコマを作って回してみませんか？

紙のコマ、木のコマ、違いを比べてみよう！ 

〝ひのき〟で作るマイおはし！完成したはし

で豆つかみにチャレンジ(^_^) 

何が出るかな？運試し♪ 

歴史ある蓄音機と、戦時中の手動発電機 

を見学できます。 

上手に飛ばせるかな？※会場は天井が 

低いため、正座で飛ばします。(笑) 

～夏祭り・ふるさと交流のお申込先～ 

★申 込 先 ： 秋田県被災者受入支援室 018－860－4504 

★申込期限 ： 平成 26 年 7 月 18 日（金）まで 

・コーナーを回るごとにスタンプを１個押します。 

スタンプの数が多ければ多いほど・・・？？ お楽しみに★ 

・材料準備のため、事前に参加申込みをしてください。 

なお、当日の参加も受付しますが、各コーナーの数に限りがありますので 

ご了承ください。 



8 
 

 
 
 
 
この夏、ふるさとへ帰省される方！秋田からの手土産を何にしようか悩みませんか？ 

私達編集員は、秋田市卸町の“まるごと市場”さんと、JR秋田駅前のアトリオン地下 1階にある“あきた県産品プラザ”さんを取材してきました。 

 

 

 

秋田限定ご当地商品が人気だそうです！ 
編集員は、日持ちのするもの、数量が多めのもの、 

金額、大きさが手頃なものを選びます。 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

新商品の｢トロリンゴ｣。あきたこまちでリンゴを包み、 

柔らかく、もちもちした食感。懐かしい味です(*^_^*) 

 
               

いぶりがっこをスティック状にし乾燥させた商品で、開封して 

すぐ食べるとカリカリの食感、開封後しばらく時間をおいてから食べると、 

しっとりと柔らかい食感が楽しめる、２度美味しい商品です！ 

土産品担当の方いわく「いぶりがっこをしなこくした物」だそうです。 

                

 

 
☆まるごと市場では、秋田県の名産品を集めてオリジナルギフトを作ることができます！ぜひ、自分好みのギフトを作ってみるのはいかがですか？ 

 

 

 

 

秋田郷土品、地酒、スイーツも取り揃えてありますが、秋田の工芸品が数多く 

取り揃っています。樺細工、大館曲げわっぱ、秋田杉桶樽、川連漆器、楢岡焼 

など･･･ご紹介しきれないほどたくさん販売しています。贈答品としても喜ばれる 

と思います。 

 

 

 

 

なかでも、編集員がとても魅力を感じた商品は、 

甲州印伝 秋田県限定柄「秋田のまつりっこ」シリーズ。  

「いんでん」とは、印度伝来を略して印伝となったと伝えられています。軽く丈夫で人肌

に最も近い感触と言われる「鹿皮」に時を経るほど色艶が冴え、光沢が深みを増す「漆」

で柄付けをした伝統的工芸品「印伝」を秋田県の祭りをモチーフに作った商品です。 

 

               

秋田県産 リンゴジュース 
 

秋田県産リンゴジュース(ストレート)です。由利本荘市や横手市で作ったものがあり、 

選び甲斐があります。上の２店以外でも、県庁の地下売店でも販売しており、色々飲み 

比べてみても良いですね！ 

袋に入ったリンゴジュースで、ストローをさして冷やして飲んでも良し、凍らせて 

シャーベットにして食べるのも良いです。２度おいしさを楽しめるリンゴジュースです。 

さらに、凍らせておけば保冷剤代わりにもなり、とても便利です。日持ちもするので、夏にはもってこいです(^o^) 

秋田の土産品店を取材しました！ 

『なまはげラーメン』

４食入 \972 

手土産に最適 

「ババヘラアイスケーキ」 

14 個･28 個入数が選べる!! 

ﾊﾞﾅﾅ味とｲﾁｺﾞ味が楽しめる！ 

お馴染みﾊﾛｰｷﾃｨ まるごと市場 

今年のお正月売り上げNO.1 

「稲庭中華そば」 

5 月の連休 

人気商品「トロリンゴ」 

気になる一品!! 

あきた県産品プラザ 

小銭入れ 

編集員イチオシ！   
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日 時 開 催 名 会 場 備 考 

7/19(土) 
１７:00～ 

第１１回 

よこての全国線香花火大会 

横手市 

横手川 蛇の崎川原 

 

7/19(土)・20(日) 
20:00～21:00 

第 49 回 

十和田湖湖水まつり 

十和田湖畔休屋  

7/20(日)8:00～21:00 

21(月)9:30～20:00 

土崎港 曳山まつり 秋田市土崎港全町内 重要無形民俗文化財 

7/26(土) 
20:00～21:00 

第 44 回 

田沢湖・龍神まつり 

田沢湖畔白浜おまつり広場  

7/26(土) 
19:30～20:45 

日本海洋上花火大会 道の駅｢岩城｣島式漁港公園  

7/26(土)9:00～21:00 

7/27(日)9:00～14:30 

サンドクラフト 2014 

in みたね 

三種町釜谷海水浴場 26(土)20:30～21:00(海上花火ショー) 

※砂像展示期間 7/26(土)～8/31(日) 

7/26(土)・27(日) 秋田港海の祭典 

マリンフェスティバル 

道の駅｢あきた港｣周辺 26(土)20:00～港花火大会 

8/2(土)19:30～21:00 本荘川まつり花火大会 友水公園 

(ﾎﾞｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ ｱｸｱﾊﾟﾙ前河川敷) 

 

8/3(日)・4(月) 
18:30～ 

能代七夕 天空の不夜城 能代市役所交差点～ 

 昭南町交差点 

 

8/5(火)11:00～22:30 

8/6(水)10:00～22:30 

8/7(木) 8:00～22:00 

七夕絵どうろうまつり 湯沢市市街各商店街  

8/3(日)～6(水) 
18:15～21:30 

秋田竿燈まつり 秋田市竿燈大通り 竿燈妙技会（エリアなかいちにぎわい広場 

8/4～6  9:20～15:20) 
重要無形民俗文化財 

8/10(日) 
19:30～21:00 

第 27 回 

秋田市夏まつり雄物川花火大会 

秋田市雄物川河川敷  

8/16(土)19:00～23:00 

17(日)19:00～23:00 

18(月)19:00～23:30 

西馬音内
に し も な い

盆踊り 羽後町西馬音内字本町地内 重要無形民俗文化財 

8/19(火)19:00～21:00 

20(水)20:00～21:30 

花輪ばやし(花輪祭の屋台行事) 鹿角市花輪駅前 重要無形民俗文化財 

 
 

★まだまだご紹介しきれない伝統行事や、おまつりがたくさんあります。 

を楽しんでください！！ 

 
 

 

 

「秋田くーぽんさん」に、避難してこられた方が、秋田での生活で 

感じたことを漫画にしていただきました。 

絵がとってもかわいらしくて癒されます。 

皆さんが思わずにっこりスマイルになれる漫画を今後も掲載予定です。 

皆さんもこんなことがあったよ！みたいなお話があればぜひ教えてください！ 

 

 

 

秋田の短くて・熱い夏   
 

「ヤートセ秋田祭」テーマ「礼」が秋田市の大町、通町で開催 

されました。 

６月２８日は前祭りで 31 度もあり、暑くてへとへとになり 

ながら見ていました。本祭りの２９日は打って変わって雨が降り涼しかったので長袖で行きました。 

北は青森から南は東京まで、６３チーム１７００人が参加した 

ヤートセの演舞は、小さい子どもから人生の先輩の方々まで、笑顔とパワー 

のある演舞ばかりでした。 

秋田県の参加チームの中に「秋田ハタハタロック＆サンバ」と言う曲で 

踊っていたチームがあり、この曲の最初が「準備いいがー・へばいぐどー」 

の歌詞に、思わず笑ってしまい、軽快なリズムと地元の言葉がいつまでも 

頭に残り同じ歌詞ばかり口ずさんでいいました。屋台も出たので右手に傘を 

差し、左手に味噌たんぽを持ち、楽しくて美味しい時間を過ごしました。 

 来年も行われると思いますので、踊るも良し、見るのも良し、 

もちろん食べるのも良し、ご覧になってみては！！ 

                       

相談員 矢澤 政子 
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日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat 
7/ 

6 

 7  8  9  10  11  12  

 【交流センター休館日】 

 

「編み物講座」 

10:00-12:00 

（交流センター） 

 

保健師・臨床心理士による

定期相談会 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 「ソフトねんど講座」 

15:15～16:45 

（交流センター） 

「横手市交流サロン」 

保健師相談 

10:00-15:00 

（横手市高齢者センター） 

「ちくちくの会」 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 

「横手市交流サロン」 

10:00-15:00 

（横手市高齢者センター） 

13  14  15  16  17  18  19  

 

雄物川クリーンアップ活動 

NPO 秋田パドラーズ 

9:00～14:00 

（秋田市：雄物川河川敷） 

【交流センター休館日】 

 

  「ホットヒトイキｃａｆｅ」 

10:30～11:30 

(交流センター) 

 

「ちくちくの会」 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 

「横手市交流サロン」 

10:00-15:00 

（横手市高齢者センター） 

★「県内避難者 

こころの寄り添い講演会」 

13:00～17:00 

（県生涯学習センター 

３Ｆ講堂） 

20  21 海の日 22  23  24  25  26  

 

  【交流センター休館日】 

 

  「横手市交流サロン」 

保健師相談 

10:00-15:00 

（横手市高齢者センター） 

「ちくちくの会」 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 

「のびのび交流サロン」 

10:00-15:00 

（大仙市市民交流プラザ） 

27  28  29  30  31  8/ 

1 

 2  

保健師による定期相談会 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 

パステル和みアート講座 

10:00～11:30 

(交流センター) 

【交流センター休館日】 

 

★みんなで創ろう！夏祭り 

13:30～16:30 

(県生涯学習ｾﾝﾀｰ 5F) 

 

★第 2 回ふるさと交流会 

福島県出身 

13:30～15:00 
(県生涯学習ｾﾝﾀｰ 5F 会議室) 

  「横手市交流サロン」 

10:00-15:00 

（横手市高齢者センター） 

 

3  4  5  6  7  8  9  

 

 

【交流センター休館日】 

 

第 5 回移動交流ｾﾝﾀｰ 

ｉｎにかほ市 

10:30～12:00 

(金浦勤労青少年ﾎｰﾑ) 

 保健師による定期相談会 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 

「ちくちくの会」 

13:00-16:00 

（交流センター） 

 

「横手市交流サロン」 

保健師相談 

10:00-15:00 

（横手市高齢者センター） 

 

 

10  11  12  13  14  15  16  

 【交流センター休館日】 

 

【交流センター休館日】 

お盆やすみ 

【交流センター休館日】 

お盆やすみ 

【交流センター休館日】 

お盆やすみ 

【交流センター休館日】 

お盆やすみ 

 

17  18  19  20 

 【交流センター休館日】  

 

第 6 回移動交流ｾﾝﾀｰ 

ｉｎ仙北市 

10:30～12:00 

(田沢湖総合開発ｾﾝﾀｰ) 
【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙） 

平成２６年７月９日 第３２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 
大学生とふれあいながら一緒に勉強を頑張ろう 

10:00～12:00 

(県生涯学習ｾﾝﾀｰ 19日:4F第 2研修室  

         20 日:5F 第 4研修室) 

 


