山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.71
山形の冬

2013年11月27日

◆◇冬のくらし講習会～冬道安全講習～◇◆

今年も雪の季節がやってきました。冬期間も車の運転が欠かせない山形で
の暮らしを安全・安心にお過ごしいただくための講習会を開催します。
本格的な雪道になる前に、ドライブシミュレーターで雪道の疑似体験を
してみませんか？
☆12月13日（金）午前10時～午後１時
☆会場/内容：①冬道ドライブ安全運転診断…山形市総合スポーツセンター駐車場
過去の事例を参考に、事敀を起こしやすい場面を再現したドライブシミュレー
ターで冬道の安全運転診断とアドバイスを受けることができます（約10分間）
②冬道安全運転講習（DVD）…山形市避難者交流支援センター（第2会議室）
冬道事敀がどのようにして起きているのか、どんな場面が危ないのかなど具体
的かつ分かりやすく解説します。一般道はもとより高速道路の冬道を安全に走
行するのにも役立つ内容です。
☆申込み丌要。直接会場までお越しください。
☆主催／問合せ：村山総合支庁総務課 防災安全室 ☎023-621-8352（齋藤）

就労

◆◇ハローワークより 避難者就職相談コーナーのお知らせ◇◆

ハローワークやまがたでは、「避難者就職支援
コーナー」を設置しています。山形での就職活
動にご活用ください。
☆ハローワークやまがた
山形市桧町2-6-13
☎023-684-1521（41＃）鈴木
平日 午前８時30分～午後５時15分
相談時間の電話予約もできます。
担当の鈴木さんまでご連絡ください。
山形市内には３カ所のハローワークがあり、い
ずれの施設でも求人相談が可能です（右枠参照）
施設ごとに業務時間が異なり、夕方遅くや土曜
日に開館している施設もあります。
※当センターでは、「被災者専用求人（閲覧）」
「週刊求人情報（配布）」を設置しています。

物資配布

☆ハローワークプラザやまがた
■やまがた新卒応援ハローワーク
■マザーズコーナー
山形市双葉町1-2-3 山形テルサ１F
☎023-646-7360
平日 午前9時30分～午後６時
土曜 午前10時～午後５時
☆キャリアアップハローワークやまがた
山形市流通センター2-3
山形流通団地組合会館１F
☎023-629-6375
平日 午前10時30分～午後７時
土曜 午前10時～午後５時

山形の冬

◆◇絵本差し上げます◇◆

河北町立谷地南部小学校様より、バザーで集
めた絵本と小学生低学年向け図書をご提供い
ただきました。ご希望の方に差し上げます。

◆◇スポセン
スケート場オープン◇◆

山形市総合スポーツセンター屋外スケート場が
今シーズンのオープンを迎えました。
☆期間：平成25年11月23日
～平成26年２月23日
☆平日 ：午後１時～９時
土日祝および冬休み期間：
午前10時～午後6時
☆休場：12月31日・大会等の場合、一般利
用はできません。
☆問合せ：山形市総合スポーツセンター
☎023-625-8252（スケート場直通）

☆提供期間：12月14日（土）まで
※提供期間を超えて残った本は、センター
内本棚へ収納し、閲覧用とさせていただ
きます。
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（この紙面は２頁目です。１頁目は防災対策課よりの表書きの裏面にあります）

健康

◆◇まちの保健室 ～雪国の冬を元気に過ごすために～◇◆（協力：山形県看護協会）

寒い季節、雪のシーズンを前に家族やご自身の健康を、食事の面から見直してみませんか？
栄養士さんのお話や、美味しい試食コーナーもあります。
☆12月12日（木）午後１時30分～３時30分
☆場所：山形市避難者交流支援センター（第２会議室）
☆対象：45歳以上の男女
☆内容：①講話「より健康な生活のための食事づくり」
②栄養士さんのお話と試食コーナー
③健康相談・健康チェック
④ハンドマッサージ＆ホットドリンクでリラックスタイム
☆申込み：山形市避難者交流支援センターまで 12/10（火）〆切（電話申込OK）

交流会①

◆◇岩手県交流会◇◆

交流会② ◆◇大人のだがしや楽校◇◆
～手作りクリスマスリース～

（協力：岩手県生活再建課・山形県危機管理課）

岩手県より山形へおいでの皆さまの交流会を
開催します。お国言葉で存分に地元の話をし
ませんか？ 交流会初参加の方や、おひとり
でのご参加も大歓迎いたします。当日は、岩
手県職員および山形県職員も参加して、個別
のご相談やご質問にお応えします。
☆12月７日（土）
午前11時～午後１時30分（軽食つき）
☆場所：避難者交流支援センター（第2会議室）
☆対象：岩手県より避難中の方
☆申込み：12/４（水）〆切（電話申込OK）

大人のだがしや楽校・クリスマスリース作り交
流会を開催します。オリジナルのクリスマス
リースを作りながら、おとなだけのゆったりし
た時間を過ごしませんか？
初参加の方・ぶきっちょさんも大歓迎です。
☆12月13日（金）午前10時～12時
☆場所：避難者交流支援センター
☆対象：おとなだけで参加できる方
☆申込み：12/12（木）〆切(電話申込ＯＫ)

多くのみなさまの
ご参加をお待ち
しております

交流会③

◆◇12月のさとカフェ☆ミニ交流会の予約受付開始◇◆
❤❤さとカフェ内予約席で
ミニ交流会を開きませんか？

❤12月のさとカフェ☆オープン日❤
12/ 6（金）
12/13（金）
12/20（金）

さとカフェ内予約席の受付を開始します。
交流会・仲間とのお茶会などにご利用下さい。

各日 午前10時～午後３時

☆ご利用目的：お茶会・交流会
☆テーブル席１卓（８名程度まで）
☆予約時間：２時間程度（ランチタイムもOK）
☆さとカフェ内ドリンク飲み放題
☆アルコールを除く飲食物持込みOK
☆告知：必要に応じてお知らせに掲載可
☆申込み〆切：開催１週間前まで

12/20のみ…10：30～12：30
ハンドマッサージサービス！
❤さとカフェの日はドリンクメニューが充実♪
❤カフェラテ＆ハーブティーで、ほっとひといき♪

【さとカフェ予約席】12/6 「浜女子会」様
☆12/6 10:15～12:15
☆福島県浜通り出身の20～40代の女性
☆参加希望の方、若干お席が空いています。
避難者交流支援センターまでご連絡ください。
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【注意①】政治活動・宗教活動・勉強会等
のご利用はご遠慮ください
【注意②】大人のだがしや楽校等、他企画
が重なる日は予約できません

交流会④

◆◇だがしや楽校のクリスマスパーティー◇◆
～はながたベニちゃんがやってくるベニ！～
☆12月15日（日） 午前10時30分～12時30分
☆山形市避難者交流支援センター
◎10:30～

開会式！
～バルーンピエロのバルーンアートライブ！
◎10:45～ クリスマスアート屋台オープン！
◎11:50～ ベニちゃんとジャンケン大会
◎12:10～ 抽選会
◎12:20～ 全員にサンタさんからプレゼント♡
※申込みは要りません。みんな、来てね☆☆

12月のセンターイベント予定
12/

詳細はお知らせの記事をご覧ください
金 さとカフェ （10：00～15：00）
申込丌要・自由参加

6

※お気軽にどうぞ

土 岩手県交流会 (11:00～13:30)※軽食つき
対象：岩手県から避難中の方
申込〆切：12/4
12 木 まちの保健室 （13:30～15:30）
7

～雪国の冬を元気に過ごすために～
対象：45歳以上の男女
申込〆切：12/10
13 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

おとなのだがしや楽校 (10:00～12:00)
申込〆切：12/12

冬道安全講習 (10:00～13:00)
申込丌要・自由参加
15 日

だがしや楽校☆クリスマスパーティー
はながたベニちゃんがやってくるベニ！

（10：30～12：30）
※申込丌要
17 火
18 水
・

・

土
22 日
21

20 金

つや姫新米・当選者引替え
17日（火）13:30～16:00
18日（水）10:00～16:00
21日（土）10:00～16:00
22日（日）10:00～16:00
※抽選結果はハガキで通知いたします
申込丌要・自由参加
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「ゆず×復興音楽祭（仮称）」の中で実施する「歌の絆プ
ロジェクト」合唱団に参加していただける小学生～大学
生を募集しています。ゆずと一緒に歌ってみませか？
☆平成26年３月２日（日）午後４時開演予定
☆会場：仙台サンプラザホール
仙台市宮城野区榴岡5-11-1
☆出演者：ゆず、「歌の絆プロジェクト」合唱団
☆主催：三菱商事、朝日新聞社
【応募条件：下記を全て満たす方】
①2011年３月11日時点で、岩手県、宮城県、福島
県で合唱部、もしくは地域の合唱団などに所属し、
合唱活動に取り組んでいた方
②震災後、避難や転居などにより、転校先では歌うこ
とを続けられていない方
③現在、東北地方および近郊在住の小学生～大学生
④３月２日のコンサート本番の他、仙台市で開かれる
事前練習（2/11予定）に参加できる方
※本番・練習参加時の交通費は主催者負担
☆〆切；12/13（金）
☆申込み・問合せ：朝日新聞社 CSR推進部
☎03-5540-7414（平日10:00～18:00)
担当：樋口彩子・前田光司

山形市避難者交流支援センター
〒990-0075 山形市落合町１
山形市総合スポーツセンター３F
TEL: 023-625-2185 FAX:625-2191

さとカフェ （10：00～15：00）
ハンドマッサージコーナー開設

29 日
～ ～

❤イベント情報❤
◆「歌の絆プロジェクト」合唱団参加者募集◆

10:30～12:30

※お気軽にどうぞ

年末年始休業

金

☆申込み：山形市避難者交流支援センター
☎023-625-2185

センターからのお知らせ
次回は12月12日発行予定です

開館時間 午前９:30～午後５:00
（水曜日のみ午後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
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