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三種町にじゅんさい沼所有の藤田さんご夫妻♪

「秋田県の特産物の体験をして欲しい」というご夫妻の

ご好意で、この度じゅんさい摘み採り体験を開催するこ

とになりました。小舟に乗って手摘みする昔ながらの収

穫方法を体験出来ます。藤田さんが、小舟の乗り方、じ

ゅんさいの採り方を教えてくださるので初心者

の方でもＯＫ。お子様から大人までカンタン

に楽しめます。

♬貴重な体験を是非ご堪能ください

秋田県三種町はじゅんさいの生産量が日本一です。

「じゅんさい」は中国では古くから薬膳料理の食材として重宝され、

日本でも「万葉集」に記述が残っているほど歴史のある食材です。じ

ゅんさいは水面に浮かぶ葉っぱが食用になるのではなく、水中にあ

る新芽のみを摘み採って食材にします。最大の特徴は葉を包み込ん

だゼリー状の「ぬめり」。外敵の食害や病原菌などから守る役割があ

り、太陽の光にぬめりを持った緑の葉がキラキラ輝く様子から「食

べるエメラルド」とも呼ばれています。

「じゅ
んさい

」とは
？

←三種町山本体育館

地域文化や生活

を楽しむ交流会
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～小舟に乗って楽しい体験をしませんか？ツルっ、プルっと新鮮な感覚です♪～

日時： ①６月１２日（土）

②６月２６日（土）

【体験時間】 １０時～１２時

場所： 藤田さんのじゅんさい沼

（三種町山本体育館近く）

＊現地集合

定員： 各日２家族まで

「じゅんさいの館」

（秋田県山本郡三種町

森岳東二ツ森９７）

◎三種町山本体育館 駐車場に１０時集合

・帽子、タオル、羽織るもの

（熱中症・虫除け対策として）

・飲み物

・濡れても乾きやすい服装

・濡れた時の着替え

・長靴

・雨具（天候によって）

・バケツ orビニール袋、等
（じゅんさいの持ち帰り用として）

摘み取ったじゅん

さいはお持ち帰り

いただけます

【事前の申し込みをお願いします】

①は５月末まで ②は６月１１日（金）まで

TEL018-860-4504(被災者支援班）

にお申し込みください。

○手指の消毒とマスクの着用など感染予防にご協力お願いします。

○今後、新型コロナウイルスの影響により、中止・変更とする場合も

ありますのでご了承ください。

参加

無料

集合時間

持ち物

「じゅんさいの館」（国道

７号線沿い）から車で５

分くらいです。

〒018-2303
秋田県山本郡三種町森岳小中野８０−２

じゅんさい摘み採り用の

「爪」が販売されていま

す。（素手でも可能）

藤田さんオススメ♪

じゅんさいの食べ方

じゅんさい鍋

鶏肉・ねぎ・白たき、豆腐、ゴ

ボウなどを鍋の具とします。具

が煮えたらゆるく玉子でとじ、

じゅんさいを入れてでき上が

り。

冬でなくても楽しめます♪

わさび醤油

できたら本わさびを使い、

お好みに合わせて、鰹だし

のだし割り醤油で。仕上げ

にすだちを絞っていただく

のもまた格別の風味です。

三杯酢

おろし生姜とキュウリを

添えて、合わせ酢がすっ

きりとした風味を引き立

てます。

汁の実

下ごしらえしたじゅんさいをパッ

とはなすだけで、独特の風味を楽

しめます。
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開館日：水・木・金曜日 土曜日（第２・第４）
（祝日・生涯学習センター休館日は休館します）

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）

℡ ：

県児童会館

みらいあ

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

交流センターで閲覧できます

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にて当番相談員をお知ら

せしています。お気軽にお立ち寄りください。

【新聞】
岩手日報・河北新報

福島民友・福島民報

＊岩手日報の震災 10
年特別号外もあります

【広報誌】
（福島・宮城・岩手）

＊福島は市町村の広報

誌もあります。

【秋田県内情報】

【貸出図書】

【おたがいさま掲示版】
（＊譲りたい物・譲ってほしい物を提示）

【就職支援情報】
＊最新のハローワーク求人情報

（フルタイム・パートタイム）

＊職業訓練情報（毎月更新）

＊就職活動支援セミナーのお知

らせ

【住まいの情報】
＊県営・市営住宅の空き室情報

（毎月更新）

＊住宅支援の情報

【各種相談窓口、

支援団体の紹介】

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。

震災 10 年

を振り返っ

た各県の

特集号も

あります

【５月・土曜日の開館日】

◎第４土曜日 5/22
【６月休館日のお知らせ】

◎６月の第２.第４土曜日の6/12 と6/26 は、「じゅんさい摘み採り体験」日の
為、交流センターは休館します。
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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３年５月２０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３年 ５月１３日（木）．２０日（木）．２７日（木）

６月 ３日（木）．１０日（木）．１７日（木）．２４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。

※『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♪

こころの寄り添い事業

５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 ５月２１日（金）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。

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。

これまでの累計 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!!
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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！

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。参加された皆さまが楽しめる講座も開催します。
５月は『季節のお花寄せ植え体験』をします。どのようなお花が揃うかはお楽しみに♪材料の準備がござい

ますので、事前にお申し込みください。みなさまのご来場をお待ちしております。

【会 場】横手市高齢者センター内１Ｆ（横手市条里二丁目２番５２号）

【開催日】令和３年５月２１日（金） 季節のお花の寄せ植え体験(午前)

【時 間】午前１０時～午後３時 （状況によって時間短縮する場合があります)

【参加費】無料

【持ち物】エプロン

【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

被災者支援班相談員

も参加します♪みな
さんのサポートをさ

せていただきます！

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」

大仙市幸町2-70
電話 0187-88-8722

はぴねす大

今年度も昨年と同様「交流サロン in 大仙」をよろしくお願い致します。「陶芸教室」や「そ

ば打ち体験」さらに「グループ風」による読み聞かせは、継続する予定です‼

【5月の交流サロンの日】

【日 時】 令和 3年 5月 23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」
【内 容】 「絵手紙教室」を予定しています‼

是非、ご参加ください‼

【昼食代】 大人 200円（小学生以下無料）

mailto:konkon@biscuit.ocn.ne.jp
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６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７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３年　６月１５日（火）～ 令和３年　４月１９日（月）～

令和３年１０月１３日（水） 令和３年　５月２０日（木）

令和３年　６月１６日（水）～ 令和３年　４月　８日（木）～

令和３年　９月１４日（火） 令和３年　５月１４日（金）

令和３年　６月２４日（木）～ 令和３年　４月２６日（月）～

令和３年１２月１４日（火） 令和３年　５月２７日（木）

令和３年　７月　２日（金）～ 令和３年　４月２３日（金）～

令和３年１２月２４日（金） 令和３年　５月２７日（木）

令和３年　７月　２日（金）～ 令和３年　４月２３日（金）～

令和３年１２月２４日（金） 令和３年　５月２７日（木）

令和３年　７月　６日（火）～ 令和３年　５月１０日（月）～

令和３年１０月　６日（水） 令和３年　６月１０日（木）

令和３年　７月　８日（木）～ 令和３年　５月　６日（木）～

令和３年１０月　８日（金） 令和３年　６月　７日（月）

令和３年　７月　８日（木）～ 令和３年　５月１３日（木）～

令和３年１０月　８日（金） 令和３年　６月１０日（木）

令和３年　７月１３日（火）～ 令和３年　５月１７日（月）～

令和３年１０月１３日（水） 令和３年　６月１４日（月）

令和３年　７月２１日（水）～ 令和３年　５月２４日（月）～

令和３年１０月２１日（木） 令和３年　６月２４日（木）

令和３年　７月２７日（火）～ 令和３年　５月２４日（月）～

令和３年１０月２５日（月） 令和３年　６月２４日（木）

令和３年　７月３０日（金）～ 令和３年　５月３１日（月）～

令和３年１０月２８日（木） 令和３年　６月３０日（水）

６月
医療事務実務科（デュアル） 15名 大曲地域職業訓練センター 大仙

パソコン初級科 15名 本荘市職業訓練センター
由利　　　

本荘

介護実務者研修科 15名
ママファミ介護教室 　　　　　　　

大曲駅前校
大仙

電気設備技術科 15名 ポリテクセンター秋田

ビル管理技術科 15名 ポリテクセンター秋田

パソコン初級科 15名
コンピュータスクール　　　　　　

仙北校
仙北

介護職員初任者研修科 15名 ケアコンプレックス潟上 潟上

パソコン初級科 10名
みくにコンピュータスクール　　　　

大館支社
北秋田

パソコン初級科 10名 鹿角地方職業能力開発協会 鹿角

パソコン初級科 20名
トラパンツコンテンツ　　　　　

スクール本校
秋田

介護職員初任者研修科 15名 （株）ニチイ学館大曲教室 大仙

パソコン初級科 15名 しすてむ工房 横手

７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３年　６月２４日（木）～ 令和３年　５月１１日（火）～

令和３年　８月２３日（月） 令和３年　５月３１日（月）

令和３年　６月２８日（月）～ 令和３年　５月１３日（木）～

令和３年　８月２７日（金） 令和３年　６月　２日（水）

令和３年　６月２９日（火）～ 令和３年　５月　６日（木）～

令和３年１２月２８日（火） 令和３年　５月３１日（月）

令和３年　６月２９日（火）～ 令和３年　５月１４日（金）～

令和３年　９月２８日（火） 令和３年　６月　３日（木）

パソコン基礎科 15名 ＯＡステーション湯沢校 湯沢

介護職員初任者研修科 15名 ママファミ介護教室 秋田

Ｗｅｂデザイナー養成科 15名
トラパンツコンテンツ　　　　　

スクール本校
秋田

ＯＡ経理事務科（託児） 15名 ＯＡステーション秋田校 秋田

６月

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
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全国避難者情報システムについてのお願い

今お住まいの市町村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。

※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。

【連絡先市町村一覧】（※令和２年度現在）

□ 姓や住所、連絡先等が変わる
→ 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。

□ 避難先の市町村が変わる
→ ①今までお住まいだった市町村へ

「登録解除」の連絡をしてください。

②新たな転居先の市町村へ

「新規登録」の連絡をしてください。

□ 避難を終了する
→ 登録している市町村へ

「登録解除」の連絡をしてください。

※ご不明な点など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

男鹿市 総務企画部 総務課 0185-24-9113

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
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2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 石川相談員 13 只野相談員 14 菊地相談員 15

【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】

16 17 18 19 菊地相談員 20 只野相談員 21 石川相談員 22 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

「お茶っこタイムいいねが」

13:30～15:30

（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）

「横手湯沢避難者交流

サロン」

10:00～15:00

（横手市高齢者センター）

23 24 25 26 石川相談員 27 菊地相談員 28 菊地相談員 29

【避難者交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

※絵手紙教室

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）

【避難者交流センター休館日】

30 31 6/1 2 3 4 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】 「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】

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和 3年 5月 １0日 第１１４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

｢犬と猫どっちが好き？｣と聞かれると迷わず

犬！と答える犬派の私ですが、藤あや子さんの

ブログや SNSで、保護猫マル君とオレオちゃん

「 の写真や動画を見るのが最近の日課です。

マルオレちゃんの猫らしからぬ表情やポーズ

のベストショットに加え、写真に添えられる藤

さんのコメントがなんとも素敵で。。藤さんの

猫センス＋秋田愛あふれるブログ等に癒やされ

ています。

（永須）

フリー
トーク

５月１１日まで休館


