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～展示会のお知らせ～
避難者の方々の作品を展示しています。

今年の作品テーマは『大曲の花火』です。ぜひ足を運んでください。

展示期間 ： 令和２年１２月２２日（火）～令和３年１月１７日（日）

展示会場 ： 大曲駅連絡通路

交流サロン in 大仙（12/27）そば打ち体験しました！

展示作業風景と

展示会場の様子を

お伝えします

リース作成後は交流会。参加者同士、情報の交換や

おしゃべりをし楽しく過ごしました！

１２月２０日（日）秋田県ゆとり生活創造センター『遊学舎』多目的工房にて、クリス

マス交流会が開催されました。１４名の方が参加し、森のめぐみのクリスマスリースを

作りました。講師の説明を受け、参加者は好きな材料を手に取り、どのように配置

するか首をかしげながら夢中になり、この世に一つだけのリースを作りました♪

企画してくださった、あきたパートナーシップスタッフの皆さん、講師の方々ありがとうございました。

自然からの贈り物を材料にしました

大曲の花火をテーマに
2020 年の気持ちが表
されているようでした。

暖房のない場所での作業に、手足が冷たくなりました。

美味しいそばになぁーれ♪

大曲駅連絡通路で開催し

ている『展示会』は今年で

７年目♧「大仙フレンズ」

のスタッフと避難者の想い

がつまった作品展です♪

そばを打つ姿は職人そのもの！

子どもでも作ることができました♪



2

♥心あたたまるお知らせです♥

避難者交流センター入り口に消毒を設置しておりますのでご利用ください。
また、感染症予防のためマスクの着用や、体調が悪い時のご利用はご遠慮いただくなど、
ご協力をお願いします。

新型コロナウィルス感染症予防対策のため臨時休館する場合は、ホームページに掲載しますので

「秋田県被災者受入支援室」と検索いただくか、被災者受入支援室（０１８-８６０ｰ４５０４)へ電話
確認しご来場ください。

新型コロナウイルス感染予防のためセン

ターでは御食事を遠慮いただいておりま

すのでご協力下さい。

開 館 日：
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：

「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は、避難者交流センター内に掲示しています。ご来場が難しい方は
被災者受入支援室（０１８－８６０－４５０４）までご連絡ください。

当面の間１２時～１３時までの時間を消毒・換気時間とし閉館します。

間もなく、震災から１０年。

避難者情報紙『スマイル通信』は平成 23 年 12 月に第一号が創刊され、震災１０年目の３月には『１１２号』が発刊されま

す。１１２号と言う数字を見ると、支援室職員や相談員が受け継いできた情報紙の歴史を感じます。避難者の皆さまにおかれ

ましても、これまでの避難生活で多くのものを築きあげてきたことと思います。

『スマイル通信 112 号』の企画で、避難者の皆さまの頑張っている姿を掲載できたらと思っています。自身の写真が掲載さ

れるのはちょっと…と言う方は、経営している店舗の写真や、作成したもの、頑張っているコメントでも構いません。また、

自薦、他薦等は問いません。ご都合の良い日に支援相談員が取材に伺います 連絡をお待ちしております。

被災者受入支援室 （０１８－８６０－４５０４）

ゆずってください ・ベビー服（50～80 ㎝で性別は問いません）
１２月追加

皆さまからの情報を

お待ちしております♪←初刊号です！

今年も避難者交流センターへ素敵なサンタ

（加賀谷）さんがやってきました（センター開設

当初から来てくれています）。

加賀谷さんは笑顔と秋田県内の銘菓を届けて

くれました♪プレゼントは年末イベントに参加

された避難者へ配らせていただきました。あり

がとうございました。

加賀谷さんから

のお手紙です♥

センターに掲示し

ています。
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令和３年 １月 ７日（木）．１４日（木）．２１日（木）．２８日（木）

令和３年 ２月 ４日（木）．１８日（木）．２５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。

開 催 日 時 ： 令和３年 １月 ９日（土）午前１０時半～正午 ,午後１時半～午後３時
令和３年 ２月 ６日（土）午前１０時半～正午 ,午後１時半～午後３時

※新型コロナウイルス対策のため、開催時間を変更しています。
また、1２時～１３時までの時間は消毒・換気の時間とし閉館します。

持 ち 物 ： 宿題などの学習用具・筆記用具

※３密を避けるために定員があります。事前申込みをして下さい。

申 込 先 ： 秋田県被災者受入支援室 ０１８－８６０－４５０４

小中学生対象とした学習支援を行います。教員免許を持つ相談員が、
宿題の丸付けや家庭学習のサポートをします。

１月のお茶っこタイムはお休みします。

次回開催は２月号スマイルに掲載します。

※『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♪

R2年12
月 25日（

金）

今年度のちくちくの会は、新型コロナウイルス感染症対

策により回数が減りましたが、

６月～１２月の開催で１６０枚作成いただきました。

今回は『秋田友の会」様のご協力をいただき、盛岡復興

支援センターへ１００枚お届けしました。

そして、支援センターへ集う避難者の方々の生活再建

の一助にしていただけることを願います。

皆さまの気持ちのこもった
支援をお届けします。
秋田友の会 藤橋
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保健師による相談会も開催します！～ご自身の体調管理をしましょう。血圧測定はいかがですか？

何を作るか

お楽しみ♪

連絡先
大仙フレンズ（事務担当；高橋） TEL 090-9670-2852

こころの寄り添い事業

１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３年 １月２３日（土）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。

新年明けましておめでとうございます。
１月の『横手・湯沢交流サロン』は待ちに待った『ハンドメイド教室』です。
たくさんのご参加お待ちしております！

【開催日】令和３年１月１５日（金）午前 10時～午後 3時 ハンドメイド教室

【会 場】横手市高齢者センター１Ｆ（横手市条里二丁目２番５２号）

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。

【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 10 年！これからも続くよ、みんなの輪」！

「はぴねす大仙」大仙市幸町 2-70
電話 0187-88-8722

謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。
昨年から新型コロナウイルスで右往左往している状況ですが、皆さまにとりまして幸多き年
となりますよう心よりお祈りすると共に、うつらない、うつさないの精神で頑張りましょう。
【1月の交流サロンの日】
【日 時】 令和 3年 1月 24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」
【小教室】 「郷土料理」体験

【昼食代】 大人 300円（小学生以下無料）
準備の都合があります、連絡ください

大曲駅連絡通路展示中

はぴねす大仙

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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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

２月
介護職員初任者研修科 15名 大曲技術専門校 大仙

令和３年 ２月１６日(木)～

令和３年 ５月１８日(火)

令和２年 1２月２１日(月)～

令和３年 １月１９日(火)

介護職員初任者研修科 1５名 鷹巣技術専門学校 能代
令和３年 ２月２５日(木)～

令和３年 ５月２６日(水)

令和２年 １２月２８日(月)～

令和３年 １月２６日(火)

３月
介護職員初任者研修科 1５名 秋田技術専門校 秋田

令和３年 ３月 5日(金)～

令和３年 ６月 ３日(木)

令和２年 １２月２１日(月)～

令和３年 １月２８日(木)

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 秋田
令和３年 ３月 ２日(火)～

令和３年 ８月２７日(金)

令和３年 １月 ６日(水)～

令和３年 １月２９日(金)

パソコン初級科 15名 秋田技術専門校 由利本荘
令和３年 ３月１７日(水)～

令和３年 ６月１５日(火)

令和３年 １月１５日(金)～

令和３年 ２月１６日(火)

パソコン・事務習得科 20名 秋田技術専門校 秋田
令和３年 ３月２４日(水)～

令和３年 ６月２２日(火)

令和３年 １月１５日(金)～

令和３年 ２月１６日(火)

パソコン・事務習得科 15名 鷹巣技術専門学校 大館
令和３年 ３月１８日(木)～

令和３年 ６月１６日(水)

令和３年 １月２１日(木)～

令和３年 ２月１８日(木)

パソコン・事務習得科 15名 大曲技術専門学校 湯沢
令和３年 ３月２３日(火)～

令和３年 ６月２１日(月)

令和３年 1月２２日(金)～

令和３年 ２月２４日(水)

実施

時期
訓練科名 定員 実施場所 訓練期間 申込期間

２月 じっくり学べるパソコンスキ

ル基礎科（４ヶ月）
１５名

トラパンツコンテンツスクール本校

（秋田市旭北）

令和３年 ２月 ８日(月)～

令和３年 ６月 ７日(月)

令和２年 １２月１０日(木)～

令和３年 １月１３日(水)

令和３年２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３年２月までに申込の訓練 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

就職氷河期世代

活躍支援プラン

厚生労働省では、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在も様々な課題に

直面している方 【々就職氷河期世代（３５歳～５４歳）】の支援を行っています。
＊就職氷河期世代の方々の就職・正社員化や社会参加を実現するに当たっては、

ご家族の皆様からの支援も重要です。

ハローワーク秋田では、就職氷河
期世代の方で、正社員就職を目指す

方をサポートする窓口があります。

⑦～⑩番窓口 「求職者担当者制」

による個別支援で様々な支援メニ

ューでサポート

就職氷河期向けの短期資格等

習得コース事業
訓練目標：大型バスに必要な運転免許得、

バス会社に正社員就職すること

募集定員： ９９人

募集期間：令和２年８月１２日～令和４年１１月３０日

訓練期間：令和４年１２月２１日～１２月３１日

職業訓練

トラックドライバーになるための

運転免許取得支援プログラム
訓練目標：運転免許の取得、座学訓練の受講

正社員としての就職を目指す

募集定員： ９９人

募集期間：令和２年９月１５日～令和４年１２月１５日

訓練期間：令和５年１月１日～３月１日

ミドル世代応援コーナー

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
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市町村 問い合わせ先 電話番号 体験

助成

引越

助成

住宅

助成

空き家

バンク
◎主な移住・定住支援制度

県

北

エ

リ

ア

鹿角市 総務部企画課 鹿角ライフ促進班 0186-30-0208 ○ ○ ○ ○ 引越費用最大 9万円補助

小坂町 総務課 企画財政班 0186-29-3907 ○ ○ ○ 固定資産税 5年間減免

大館市 観光交流スポーツ部 移住推進係 0186-43-7149 ○ ○ 商品券 世帯上限 30万円

北秋田市 総合政策課 移住・定住支援室 0186-62-8002 ○ ○ ○ ○ 中学生まで医療費無料

上小阿仁村 総務課 企画班 0186-77-2221 ○ ○ ○ 小中学校給食費全額免除

八峰町 企画財政課 企画係 0185-76-4603 ○ ○ 町の物件家賃最大 3万 5千円

藤里町 総務課 0185-79-2111 ○ ○ ○ ○ 高校卒業まで医療費無料

能代市 移住定住相談窓口 0185-89-2163 ○ ○ ○ ○ 奨学金返還助成

三種町 企画政策課 企画係 0185-85-4817 ○ ○ 高校生まで医療費無料

県

中

エ

リ

ア

男鹿市 企画政策課 移住定住促進班 0185-24-9122 ○ ○ ○ 本市下見交通費を助成

大潟村 総務企画課 企画財政班 0185-45-2111 ○ ○ 25万円商品券（最大 4人）

五城目町 まちづくり課 018-852-5361 ○ ○ 移住者先輩による企業支援

八郎潟町 産業課 018-875-5803 ○ ○ 就職支援金交付

井川町 総務課 018-874-4411 ○ ○ 高校生まで医療費無料

潟上市 企画政策課 企画政策班 018-853-5302 ○ 空き家最大 40万円助成

秋田市 人口減少・移住定住対策課 018-888-5487 ○ ○ ○ ○ 生活必需品などの費用補助

由利本荘市 移住まるごとサポート課 0184-24-6247 ○ ○ ○ ○ 中学生まで医療費無料

にかほ市 商工政策課 ふるさと創造班 0184-43-7600 ○ ○ ○ 定住奨励金最大 100万円

県

南

エ

リ

ア

大仙市 移住・定住総合支援室 0187-63-1111 ○ ○ ○ ○ 創業費用一部支援

仙北市 地方創生・総合戦略室 0187-43-3315 ○ ○ 固定資産税 3年間助成

美郷町 商工観光交流課 交流・商工班 0187-84-4909 ○ ○ ○ 企業経費最大 200万助成

横手市 総務企画部 経営企画課 0182-35-2164 ○ ○ 改修費最大 100万円補助

湯沢市 協働事業推進課 0183-55-8274 ○ ○ 奨学金返還一部助成

羽後町 企画商工課 0183-62-2111 ○ ○ 住宅所得推奨金最大 100万

東成瀬村 企画課 0182-47-3402 ○ 商品券一人上限 5万交付

移住・定住 市町村ガイド

秋田県２５市町村には、それぞれに移住・定住に向

けた支援制度があります。秋田県移住ガイドブック

「秋田暮らしはじめの一歩」でどんな

サポートや特典があるかチェックで

きます。

＊秋田暮らしの魅力紹介

＊秋田への移住を

考え始めたら・・・

＊住まい探しをお手伝い！

＊移住体験住宅のご案内

体験ツアーや、６ヶ月以内の
入居期間のある体験メニュー
など、市町村に問い合わせで
きます。

体験助成・・・移住体験に要する交通費や滞在費等の助成があります。
引越助成・・・引っ越しに要する費用の助成があります。
住宅助成・・・住宅の購入費用やリフォーム費用の助成があります。

空き家バンク・・・空き家バンク制度を整備しています。
＊助成対象の詳細については各市町村にお問い合わせください。

【移住相談窓口】

（公財）秋田県ふるさと定住機構

TEL ０１８－８２６－１７３１

＊秋田県移住ガイドブック「秋田暮らし」は交流センターにもあります。

欲しい方には郵送いたしますのでお問い合わせください。 秋田県被災者受入支援室 018-860-4504
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よりそいホットラインの紹介

よりそいホットラインが運営する新しいみなさんのネット上の居場所をオープンしました。
https://hisai.moyaroom.jp/

チャットルームの参加方法
①新規登録をクリックしていただき、項目を入力し、確認を押し
てください。
②登録したメールアドレスに仮登録完了のお知らせが届くので、
本登録手続きをしてください。
③本登録が完了すると、メールアドレスとパスワードを入力する
とログインできます。メールアドレスは、登録時に入力したもの
です。パスワードは自由に設定してください。
④オープンしているルームに入ってみてください。チャットでの
お話ができます。
⑤ルームオープンの予定も表示していますので、チェックしてみ
てくださいね。

よりそいホットラインでは、
全国に避難している方々への
専門回線を設けております。
電話番号は、
０１２０－２７９－３３８
ガイダンス８番フリーダイヤ
ルで１０時～２２時年中無休
で受付しております。
※よりそいホットラインは２
４時間受付しておりますので、
２２時以降は、ガイダンス１番
をご利用ください。

雪下ろし・除排雪中の事故にご注意ください！

お 問 い 合 わ せ 先 県 民 生 活 課 電 話 0 1 8－ 8 6 0－ 1 5 2 2 F A X 0 1 8 － 8 6 0－ 3 8 9 1

Ｃ 2015秋田県んだッチ
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27 28 29 30 31 1/

1

元旦 2

3 4 5 6 松田相談員 7 只野相談員 8 菊地相談員 9 石川相談員

「ちくちくの会」

13:00～16:00

（避難者交流センター）

「学習支援」

10:30～12:00

13:30～15:00

（避難者交流センター）

10 11 成人の日 12 13 石川相談員 14 菊地相談員 15 只野相談員 16 松田相談員

【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）

「横手・湯沢交流サロン」

※保健師相談会

※ハンドメイド教室

10：00～15：00

（横手市高齢者センター）

17 18 19 20 菊地相談員 21 石川相談員 22 松田相談員 23 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】 「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」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

24 25 26 27 石川相談員 28 只野相談員 29 菊地相談員 30 松田相談員

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«料理教室»

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

（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 ３年 １月 ８日 第１１０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

コロナに振り回された年が過ぎ、新年を迎えることが

できました。

「 今年は、普通の日常生活が送れる１年になって欲しい

と当たり前の事を考えています。

今 今年は、テレビの前で、オリンピックの熱戦を観戦し

感動をもらう、幸せな年になってくれればと考えていま

す。

そして、普通に旅行や会食を楽しみたいと思う年頭の思

い 、そして願いです。

（菊地）

フリー
トーク


