山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.68
宮城県のみなさんへ

2013年10月10日

◆◇宮城県震災復興推進課より◇◆ アンケート実施について

宮城県では避難中の方々を対象にアンケートを実施しています。全国避難者情報シ
ステムに登録している方々などに、９月第２週からアンケート用紙が宮城県より郵
送されています。全国避難者情報システムへ未登録の場合、避難元からの大事なお
知らせ等が届かない場合がありますので、当センターでお手続きください。
アンケートの内容は、宮城県ホームページでご確認いただけます。
【アンケートに関するお問合せ】宮城県震災復興推進課

センターより

❤さとカフェの日は、ドリンクメニューが充実❤

◆◇10月の広報誌◇◆

宮城県仙台市（各区版）、福島
県各市町村の広報誌10月１日号
が届いています。お持ち帰りも
できますので、どうぞご利用く

10/18（金） 午前10時～午後３時
❤カフェラテはじめました
ほっとひといき、いかがですか？

ださい。

物資配布

☎022-211-2408

◆◇松山油脂（株）様ご提供◇◆ 無添加石けんを無料配布いたします

松山油脂㈱様より、無添加石けんをご提供いただきましたので、無料配布いたします。
ご希望の方は、このお知らせ下部の引換券をお持ちください。
☆提供内容：無添加石けん３個入×２包・無添加ボディソープ２個
釜焚きせっけんハンドソープ１個 （計５点）
☆引換日程：10月17日（木）午前10時～午後４時 50セット配布
10月18日（金）午前10時～午後４時 50セット配布
10月19日（土）午前10時～午後４時 70セット配布
※各日とも、なくなり次第終了となります。
☆引換場所：山形市避難者交流支援センター
【引換えにあたってのお願い】
※「引換券」は必要事項をご記入の上、忘れずにご持参
ください。（再発行はいたしません）
※「引換券」は１世帯1枚でのご使用をお願いいたしま
す。知り合いに頼まれた等、複数の引替券のご使用
はご遠慮ください。
※時間外のお渡し、予約、お取り置きはできません。
※レジ袋の準備がございませんので、
マイバッグ等、ご持参ください。

マイバッグご持参に
ご協力ください
レジ袋の準備はございません

松山油脂株式会社様より みなさまへ
震災から2年半が経過し、様々な環境・問
題・不安を抱えている方が多いことと思い
ます。誰にとっても安心して使えるものと
して私たちがつくった石けんで、ひととき
をやすらいでいただければ幸いです。

キリトリ

2013/10/17～19

無添加石けん 引換券

（再発行はできません）

☆アンケートにご協力ください

※事前にご記入の上ご来場ください。
◆避難生活において、気になること（複数選択可）
※引き換えは１世帯あたり１回限りです。
1、帰還時期
2、借上住宅
3、移住・定住
※知り合いに頼まれた等、複数の引換券のご利用はご遠慮ください。
4、仕事
5、近所付き合い 6、幼稚園・学校
ご氏名
年齢

～20代

30代

現住所

40代

50代

60代

70代

80歳～

7、高校進学
8、健康（本人・子ども・家族）
9、ストレス（本人・子ども・家族）
10、その他（
◆参加してみたいイベント等

電話番号
被災元（市町村名）
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）

小中学生のみなさんへ

ガールズ農場＆山形市避難者交流支援センター合同企画

◆◇交流会①◇◆ 秋の遠足～ガールズ農場☆収穫体験＆芋煮会～

センターイベント初の「遠足」です！村山市で若い女性だけで
営んでいる「山形ガールズ農場」で、里芋の収穫と芋煮会を体
験します。みんなでバスに乗って秋を満喫しに行きましょう。
☆10月20日（日）午前８時20分スポセン集合
☆行き先：ガールズ農場（山形県村山市）
☆対象：小中学生とその家族
※必ず保護者同伴でお願いします。
※未就学の弟妹の参加についてはご相談ください。
☆定員：25名
※バス移動になります。車での現地集合はご遠慮ください。
☆参加料：実費負担をお願いします。
小学生以上、ひとり1,000円
（収穫体験・芋煮会・保険代込）
直接現地でお支払いいただきます
☆小雨決行
雨の状況によってはプログラムの内容が
変更・または中止となる場合があります。
☆申込み：避難者交流支援センターまで
☆受付期間：10月12日～17日 午前10時～午後５時
（電話申込OK）
☆お申込みいただいた方へ、詳しい「旅のしおり」を
お渡しします。

交流会②

【スケジュール】
8:20 スポセン集合
8:30 貸切バスで出発
9:20 ガールズ農場到着
里芋収穫体験
芋煮会（昼食）
13:50

ガールズ農場出発

14:40

スポセン着～解散

❤山形ガールズ農場
の社員は全員女性。
女性ならではの感性
を活かして本気で農
業奮闘中！

◆◇浜通り＆双葉郡交流会（共催：浪江町）◇◆
～冬にそなえた健康サロン～

温暖な地元とは気候の違う山形での３度目の冬に備え、健康について考えてみませんか？浪江町の
協力で、浜通りと双葉郡合同の交流会を開催します。多くの方のご参加をお待ちしております。
☆10月26日（土）午前10時～12時
☆会場：山形市避難者交流支援センター（第２会議室）
☆講師：公立置賜総合病院 脳神経外科 久下淳史先生
☆内容：①冬場に起こりやすい脳卒中の予防
②気をつけたい血圧の話
③質疑応答
④お茶会
☆申込み：10/23〆切・交流支援センターまで（電話申込みOK）

交流会③

なにするの

◆◇10月のだがしや楽校◇◆ 秋バージョンで開催
☆10月27日（日）午前10時30分～午後2時
☆場所：山形市避難者交流支援センター
☆開催時間内・参加自由。おとなだけの参加も大歓迎。

◎松ぼっくりアート☆デコマツ！
◎進化形☆スライム風船！
◎ハロウィン飾りつくり
◎12時～みんなでランチ
※カップスープ・各種ドリンクご用意してます。
※ランチはご持参ください。

←スライム風船
現在の記録保持者。
この大きさを
超えられるか！？

10～11月のセンターイベント予定

❤イベント情報 ❤

詳細はお知らせの記事をご覧ください

◆◇山形市 農畜産物フェスティバル◇◆

ふたばサロン (11:00～)

10/

13 日

17 木
～ ～
19
18
20
26

27

「旬の山形」盛りだくさん

申込：10/10〆切
※山形市民スポーツフェスタ （9：00～)
※白崎映美ライブ (13:15～)

☆10月19日（土）午前10時～午後３時
☆会場：山形駅西口イベント広場
☆内容：新そばまつり
農畜産物直売
庄内の海産物販売
宮城県の物産販売
フラワーフェスティバル
ベニちゃんとじゃんけん
山形産のうまいもの試食
山形牛・牛鍋
地産地消芋煮
山形牛/県産豚・焼肉 つきたてお餅
地元食材を使った郷土料理
新米おにぎり …など
☆問合せ：山形市農政課 ☎023-641-1212（431）

無添加石けん配布 （10：00～16:00)

17・18日各50セット 19日70セット
土 ※今号に添付の引換券をご持参ください
金 さとカフェ （10：00～15：00）
申込丌要・自由参加 ※お気軽にどうぞ
日 秋の遠足～ガールズ農場☆収穫体験＆芋煮会～
申込：10/17〆切
土 浜通り＆双葉郡交流会(10:00～12：00）
～冬にそなえた健康サロン～
申込：10/23〆切
日 だがしや楽校 (10:30～14:00)
申込丌要・時間内自由参加

さとカフェ （10：00～15：00）

11/

8 金

申込丌要・自由参加

※会場周辺には無料駐車場はございません。有料
駐車場をご利用いただくか、会場と上下水道部
駐車場を結ぶ、無料シャトルバスを運行します。
※当センターにチラシ設置しています。

※お気軽にどうぞ

おとなのだがしや楽校 （10：00～12：00）
※要申込。詳細は次号で
15 金

さとカフェ （10：00～15：00）
申込丌要・自由参加

24 日

※お気軽にどうぞ

だがしや楽校 (10:30～14:00)

◆◇第28回 健康まつり◇◆

申込丌要・時間内自由参加

☆10月20日（日）午前10時～午後２時
☆場所：至誠堂総合病院
山形市桜町7-44
☆内容：肺機能チェック
骨密度チェック
簡易体力測定
タバコ病相談
介護なんでも相談
「認知症の人と家族の会」紹介・相談
餅つき大会
子どもお楽しみコーナー
温泉宿泊券が当たる！抽選会
美味しいお店屋台 …など
☆問合せ：やまがた健康友の会 ☎023-622-7181
※当センターにチラシ設置しています

☆申込み：山形市避難者交流支援センター
☎023-625-2185

ご自由にどうぞ

◆◇使い捨て歯ブラシ◇◆

使い捨て歯ブラシ（未使用）がたくさんあり
ます。お客様用に、お掃除用に…、どうぞご
活用ください。当センター内
「ご自由にどうぞコーナー」
より、何本でもお持ちください。

センターからのお知らせ
次回は10月27日発行予定です

山形市避難者交流支援センター
電話 023-625-2185
山形市落合町１
山形市総合スポーツセンター３F
開館時間 午前９:30～午後６:00

月曜日休館（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
水曜日
福島市職員による相談窓口開設 10:30～15:00
木曜日
福島県職員による相談窓口開設 10:00～16:00
金曜日
東邦銀行移動店舗(ATM車)来場
10:00～15:00

10/17より、閉館時間が変わります。詳しくは１面をご覧ください。
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