
【日時】令和３年１０月２日（土）
午後１時～午後４時

【場所】秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」

（秋田市上北手荒巻字堺切24-2)

被災地の復興状況等の情報提供や、同郷の方との交流、相談コーナーなどを

予定しています。生活の中の不安を少しでも軽くし、よりよい暮らしの

ための機会になればと願っております。是非ご参加ください。

開催予告

お問い合わせ先：

秋田県総務課被災者支援班

TEL ０１８－８６０－４５０４
※詳細は８月中に開催のご案内

を送付します。

昨年はテレビ会議でしたが、今年は避難元自治体の職員に
来県いただき直接お話できる場を設ける予定です。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容変更の可能性があります。

-1-



■掲示板

人力車に乗って夏の角館武家屋敷通りを散策しませんか？
ＮＰＯ法人 桜風亭さんのご厚意により、秋田県内へ避難された方を無料に

てご案内していただけます。みちのく小京都を訪れ、心癒やされる貴重な体
験をぜひお楽しみください♪

【協力・ご予約先】
ＮＰＯ法人 桜風亭 理事長 高杉文雄

TEL ０９０－２９９４－２７２２

乗車場所は、

甘味茶房「くら吉」前です。

自家用車でお越しの際は、
甘味茶房「くら吉」の斜め

向かいの有料駐車場に車を
お停めください。

くら吉

横町橋

古城橋

江戸時代に栄えた城下町。
風情のある街並みを歩くと、
タイムスリップした気分を味
わえること間違いなし！

当時、小雨が降っていた
ので、幌と膝掛けをかけ

てくださいました。
小雨決行です(*^_^*)

途中で雨が止み、幌を開
けると、また一段と違っ
た景色！気分爽快♪今では見られなくなった

懐かしい郵便ポスト

武
家
屋
敷
通
り

武家屋敷通りを中心に、

３０分コースにてご案内しま
す。国の重要伝統的建造物群保

存地区の指定を受けている建造
物についてお伝えします。角館
の歴史を知るチャンス！

暑い夏でも、新緑がとても
涼しげに感じるでしょう！自然
を満喫し、角館の歴史を知ること
ができ、充実した時間が過ごせます。
乗車ご希望の方は「県の被災者支援班からの情報

を見たこと、秋田に避難されていること」を伝える
と共に、右記までご予約ください。

桧
木
内
川

8月３１日までの無料案内です
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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。

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。

【８月休館日のお知らせ】

「ゆずります」「ゆずってください」両方の声を避難者交流センター内に掲示し、譲り合い

のお手伝いをしています。

8 月 7 日（土)

～8月 17 日（火）

ゆずります

ゆずってください

・そろばん

・小さめのマスク(２0枚）
・鉛筆（柄は色々あります）

・自転車（２６インチ） ２台

・敷き布団シーツ４枚
・ベビー服
ベビー用品

・八橋小学校体操着
（１５０㎝以上）

・冬用ブーツ（２０㎝～）
・冬用ブーツ（２８㎝）

・スキー用手袋
女の子用

・スキー用手袋

男の子用（４歳～）

譲りたいものがある場合は、交流センター

に写真をお持ちいただくか、

被災者支援班 Ｅ-mail：

hisaisya-shien@pref.akita.lg.jp

に画像データをお送りください。

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

場所 秋田市山王中島町１－１
（秋田県生涯学習センター３F）

℡

・スニーカー（２０㎝～）
男の子・女の子用

・スニーカー（２７～２８㎝）
・洋服（１３０㎝以上）
男の子・女の子用

・洋服
男性用 Lサイズ
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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。

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８月１９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 ８月 ５日（木）．１９日（木). ２６日（木）
９月 ２日（木）． ９日（木）．１６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。

『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♪

これまでの累計４０１０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!!

暑い夏に疲れていませんか？ゆっくりと落ち着いた時間を過ごしませんか？絵本や紙芝居の読み聞かせ

を行います。子どもも大人も大歓迎です！読んで欲しい本などリクエストがありましたら、申込み時にお

話しください。リクエストがなくても、皆さんが楽しめる絵本をご用意しますので、ぜひお気軽にご参加

ください。

【 開 催 日 時 】 令和３年８月２０日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分

【定 員】 ４世帯まで
【申し込み期限】 令和３年８月１７日（火）
【申 込 先】 総務課 被災者支援班 ０１８－８６０－４５０４

読み聞かせ経験のある相談員が

絵本を読みます♪
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８月の横手・湯沢避難者交流サロンはお休みします。
９月の開催については、次月号のスマイル通信にてお知らせします。

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！

「笑顔と元気で、風化させない想いをつなげよう」！

こころの寄り添い事業

８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

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。

【開催日時】令和 ３年 ８月２８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。

【お問合せ先】事務局 秋田県南 NPO センター
TEL 0182-33-7002（毎週木曜日休館）

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

はぴねす大仙

オリンピックのメダルラッシュでわいている日本列島、その裏では、過去最多のコロナ感染者数！
今できる最高の「おもてなし」は、「うつらない」「うつさない」で、競技終了後、母国に帰っていた
だくことなのでは、そんなことを思いながら応援しています。

【8月の交流サロンの日】

【日 時】 令和 3年 8月 22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】 午前「手話教室」午後「折り紙教室」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）

大仙フレ
ンズから
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あきた就職活動支援センター

秋田市御所野地蔵田３－１－１

秋田テルサ３Ｆ

TEL. ０１８－８２６－１７３５
FAX. ０１８－８２６－１７３２
●開 館 日：月～金曜日（土日祝日休み）

●開館時間：９：００～１７：００

（受付１６:３０まで）
E-mail:info@syukatsu-akita.jp

大館市御成町３丁目７－５８

いとく大館ショッピングセンター３Ｆ

TEL. ０１８６－４４－５１００
FAX. ０１８６－４９－２７００
●開 館 日 : 月～金曜日（土日祝日休み）
●開館時間：９：３０～１２：００

１３：００～１７：３０

（受付１７:００まで）

横手市安田字向田１４７

イオン横手店２Ｆ

TEL.０１８２－３５－６００５
FAX.０１８２－３５－０５００
●開 館 日：月～金曜日（土日祝日休み）

●開館時間：９：３０～１７：３０

（受付１７:００まで）

ご予約・お問い合わせ先

○就職活動のための各種アイテムを準備

・応募書類の作成しよう！

・就職に役立つ情報を入手しよう ！

・自分の強み、弱みを知ろう！

（職業適性診断）

※情報検索などパソコンを利用できま

す。フリースペースもあります。

○就職活動のステップにあわせ、さまざ

まなニーズに応じたセミナー、イベン

トを実施しています。

・企業説明会・職場見学

・就職アシスト講座

面接対策、、電話応対、コミュニケー

ション、交流分析による自己理解な

ど。

・ジョブクラブ（中央センターで

実施しています。）

あきた就職活動支援センター 北部サテライト 南部サテライト

※お仕事の紹介は行っておりません。

就職活動って何か

ら進めたらいいの?
応募書類てこれで

いいのか不安…？

面接対策がしたい!

お一人

専門のコンサルタントがじっくり寄り添い、

「満足度の高い就職」を実現するお手伝い

をします。

（相談は無料です。

ご予約をお勧めします。）

自己理解

○ 自己分析

○ 仕事理解

○ キャリアの棚卸し

○ 目標設定

○ 応募先選定

[支援サービス]
・

・イベント・セミナー

・職場見学

応募準備

[支援サービス]
・キャリアカウンセリング

・イベント・セミナー

・

○ 履歴書・職務経歴書

○ エントリーシート

作成

○ 面接準備
[支援サービス]

・キャリアカウンセリング

・面接練習

・

面接対策

～就職活動中の方から、在職中の方まで「働く」を総合的にサポートします～
（あきた就職活動支援センターは、公益財団法人秋田県ふるさと定住機構が運営しています。）

※ ご利用はすべて無料です。
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◆鹿角市 都市整備課 TEL ０１８６－３０－０２６６

◆小坂町 建設課 TEL ０１８６－２９－３９１０

◆大館市 建設部都市計画課 TEL ０１８６－４３－７０８１

◆北秋田市 建設部都市計画課 TEL ０１８６－７２－５２４６

◆上小阿仁村 建設課 TEL ０１８６－７７－２２２４

◆八峰町 建設課 TEL ０１８５－７６－４６１０

◆藤里町 生活環境課 TEL ０１８５－７９－２１１５

◆能代市 都市整備課 TEL ０１８５－８９－２１９４

◆三種町 建設課 TEL ０１８５－８５－４８２０

◆男鹿市 建設課 TEL ０１８５－２４－９１４４

◆大潟村 産業建設課 TEL ０１８５－４５－３６５３

◆五城目町 建設課 TEL ０１８－８５２－５２５２

◆八郎潟町 建設課 TEL ０１８－８７５－５８０９

◆井川町 産業課 TEL ０１８－８７４－４４２０

◆潟上市 都市建設課 TEL ０１８－８５３－５３３７

◆秋田市 住宅整備課 TEL ０１８－８８８－５７７０

◆由利本荘市 建築住宅課 TEL ０１８４－２４－６３３４

◆にかほ市 建設課 TEL ０１８４－３８－４３０７

◆大仙市 建築住宅課 TEL ０１８７－６６－４９０９

◆仙北市 建設課 TEL ０１８７－４３－２２９５

◆美郷町 建設課 TEL ０１８７－８４－４９１０

◆横手市 建設部建築住宅課 TEL ０１８２－３５－２２２４

◆湯沢市 都市計画課 TEL ０１８３－５３ー８１５８

◆羽後町 財政課 TEL ０１８３－６２－２１１１

◆東成瀬村 建設課 TEL ０１８２－４７－３４０８

県営住宅

すまい給付金
◆新築住宅を「建築・購入」、

または中古住宅を「購入」した場合

に給付されます。

【対象者】

自ら居住すること

床面積が５０㎡以上であること

工事中等に第三者検査を受けてい

ること。

すまい給付金事務局

TEL ０５７０－０６４－１８６

９：００～１７：００

（土、日、祝日含む）

国土交通省

住まいの復興給付金
◆東日本大震災で被災した住宅※1の所有者

が、新築住宅を「建築・購入」、または中古住

宅を「購入」した場合に給付されます。

【対象者】

被災時点に被災住宅を所有していた方

再取得住宅を所有している方

再取得住宅に居住している方

◆東日本大震災で被災した住宅※1を「補修」

した場合に給付されます。

【対象者】

被災時点より被災住宅を所有している方

被災住宅の補修工事を発注した方

再取得住宅に居住している方

住まいの復興給付金事務局

TEL ０１２０－２５０－４６０（無料）

（土、日、祝日除く）

復興庁

ふくしま復興ステーション

・帰還・生活再建に向けた総合的な支援策について

・避難者支援課

・生活拠点課

福島県庁 TEL ０２４－５２１－１１１１（代表）

県外避難者の帰郷支援について
・県外避難者の所在及び意向確認。

・県外避難者向け情報提供。

・県外避難者の帰郷支援。

・市町村及び避難先自治体等との連携。

復興支援・伝承課 震災復興支援班

TEL ０２２－２１１－２４２４ FAX ０２２－２６３－９６３６

福島

宮城県

帰還支援

岩手県

市町村営住宅

秋田県にお住まいの皆さんがよりよい

生活を送るために、くらしに役立つお

問い合わせ先を一覧にしました。

詳細については各自お問い合わせください。

いわて被災者支援センター

盛岡サブセンター

TEL ０１９－６０１－７６４０

FAX ０１９－６０１－７６４１

（土、日、祝日
１２／２９～１／３ を除く）

◆秋田市・男鹿市・潟上市

（一財）秋田県建築住宅センター

TEL ０１８－８３６－７８５０

◆大館市・能代市

北秋田地域振興局 建設部建築課

TEL ０１８６－６３－２５３１

◆由利本荘市・にかほ市

秋田地域振興局 建設部建築課

TEL ０１８－８６０－３４９０

◆大仙市・横手市・湯沢市

仙北地域振興局 建設部建築課

TEL ０１８７－６３－３１２４
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1 2 3 4 矢澤相談員 5 只野相談員 6 石川相談員 7

【交流センター休館日】

「ハンドクラフト交流会」

13：00～16：00

（遊学舎）

【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）

【交流センター休館日】

8 山の日 9 振替休日 10 11 12 13 14

15 16 17 18 菊地相談員 19 石川相談員 20 只野相談員 21

「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）

「絵本の読み聞かせ」

10：30～11：30

（避難者交流センター）

【交流センター休館日】

22 23 24 25 矢澤相談員 26 只野相談員 27 石川相談員 28 菊地相談員

【交流センター休館日】

「交流サロンin大仙」

«折り紙、手話»

10：00～15：00

（はぴねす大仙）

【交流センター休館日】 【交流センター休館日】 「ちくちくの会」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

「保健師の定期相談」

13：00～16：00

（避難者交流センター）

29 30 31 9/

1

2 3 4

【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）

【スマイル通信】（秋田県内避難者支援情報紙）

令和３年 ８月 ５日 第１１７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

夏本番ですね！皆さん、いかがお過ごしですか？

マスク生活から早く解放されたいですね。今年の夏も福島の

実家へ帰省するのを諦めたところです。離れて暮らす実家の

両親も高齢になり、色々と考えさせられます。今まではＧＷ、

お盆、お正月くらいは顔を合わせ、元気な姿を確認していま

した。今は母と LINEのビデオ通話で、お互いの姿を確認して

います。「太ったね～（笑）」とお互いに言い合っています。

太ったくらいが安心しますね！！

なかなかコロナワクチン接種順番がきません。ワクチン接

種して、感染者が減少し、安心して県外の往来もできるよう

になることを祈るばかりです。 （只野）

フリー
トーク
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