山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.114
センターより

2015年9月11日

◆◇「山形まるごとマラソン」に伴う臨時休館のお知らせ◇◆

10月４日（日）「第３回山形まるごとマラソン」開催にあたり、大規模な交通規制が実施されます。
また山形市総合スポーツセンターがマラソン発着所となり、駐車場は全て大会使用となるため、
一般車両の駐車はできません。そのため、当センターは臨時休館と
させていただきます。ご不便をお掛けいたしますが、どうぞご了承
ください。

◆山形市避難者交流支援センター
10月４日（日） 臨時休館

センターより

◆◇東邦銀行常設ATM機新設、
および移動ATM車営業終了のお知らせ（再掲）◇◆

東邦銀行では、山形市嶋に常設ATM機を新設いたします。それに伴い、毎週金曜日の山形市総
合スポーツセンター駐車場における移動ATM車の営業が終了となります。何卒ご了承ください。
なお、詳しくは同封のチラシをごらんください。

【新・常設ATM機】
☆営業開始：９月18日（金）より
☆場所：ダイユーエイト山形嶋店
☆時間：毎日 午前9:30～午後8:00
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山形嶋店
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山形嶋店

【スポセン駐車場・移動ATM機】
☆営業終了：９月25日（金）

万歳橋

【お問合せ】

移動ＡＴＭ車
営業ポイント

東邦銀行ハローサービスセンター
☎0120-14-8656

まちの保健室スペシャル

常設ＡＴＭ設置
(9/18～営業開始)

総合
ｽﾎﾟｰﾂ
ｾﾝﾀｰ

(9/25で営業終了)

協力：山形県看護協会

◆◇栄養士による「栄養相談＆試食会」◇◆

９月は「まちの保健室スペシャル」を開催します。栄養士による「栄養相談」とからだに優しい
献立の「試食会」を行います。高齢者や持病を抱えた家族の日々の食事など、お気軽にご相談く
ださい。また、新規導入の「体組成計」もご利用のみなさまに大好評です。裸足で乗るだけで、
筋肉量、体脂肪率、水分量、基礎代謝量、内臓脂肪、体内年齢など、十数項目のデータをその場
で確認することができます。日頃の健康管理に、ぜひ一度ご利用ください。
☆９月25日（金） 午前10:30～12:30
☆会場：山形市避難者交流支援センター さとカフェ内
☆内容：①栄養士による「栄養相談」「試食会」
☆内容：②健康チェック…血圧・体組成計による測定など
③健康相談…日頃の体調などお気軽にどうぞ
④ハンドマッサージでリラックス
⑤看護の仕事に関する相談
☆申込みは要りません。直接会場へお越しください。
-１/4-

地域別交流会

共催：福島県浪江町
協力：東北財務局山形財務事務所

◆◇浜通り・双葉郡交流会を開催します◇◆
～大切な財産を失わないように～詐欺防止の講話つき

福島県浪江町との共催で交流会を開催します。今回は多発している詐欺事件に巻き込まれないた
めの「詐欺防止の講話」つきです。大切な財産を守るために、最新の情報と知識を味方につけま
しょう。山形市外からのご参加も大歓迎です。お誘いあわせのうえお出掛けください。
☆９月24日（木）午後1:30～3:30
☆会場：山形市避難者交流支援センター
☆対象：福島県双葉郡ご出身の方
福島県浜通り地方ご出身の方

●詐欺防止の講話
～大切な財産を失わないように～

☆申込みは要りません。
直接会場へお越しください。

・新たな「振り込め詐欺」の手口
・許せない！賠償金が狙われている！…など

だがしや楽校

講師：東北財務局山形財務事務所

◆◇秋のだがしや楽校スペシャル＠山形市民スポーツフェスタ◇◆
～「忍者」と「ゆるキャラ隊」がやってくる！～

10月11日（日） 10月のだがしや楽校はスペシャルゲストを迎えて、山形市民スポーツフェス
タの「東北“絆”スペシャル」に豪華二本立てで参加します。スポーツフェスタでは乗馬やビー
ムライフル、グランドゴルフなど、子どもから大人まで様々なスポーツを体験することができま
す。秋のひと時を楽しく健康的に過ごしてみてはいかがでしょうか？
❤秋のだがしや楽校スペシャル☆その1

❤秋のだがしや楽校スペシャル☆その２
ステージパフォーマンス

～手裏剣道場 的当て大会～

～忍者VS 妖怪／殺陣体験～

☆①10:00～11:15 ②13:45～15:00
☆山形市避難者交流支援センター内

☆12:15頃～

中央広場特設ステージ

ゆるキャラ達も大暴れ!?!?
ゆるキャラと一緒に本物の忍者から手裏剣の
投げ方を習おう！参加者（先着200名）に
玉こんプレゼント。大当たり賞もあるよ！
楽しい仲間をつれてきたじゅ

❤本場フラガールのフラ教室＆演舞

はながたベニちゃん

寒河江市イメージ
キャラクター

チェリン

おわび

福島「レイモミ小野フラスクール」の
フラガールが今年もやってきます
桃色ウサヒ

じゅっきーくん

❤フードコート
福島浪江町 「なみえ焼きそば」
宮城気仙沼市「絶品☆サンマ缶、ツナ缶の試食販売」

◆◇9月のだがしや楽校 開催中止について◇◆

当センターからのおしらせ113号（8/28発送）にてご案内済の９月27日（日）の「だがしや
楽校」は、都合により開催中止となりました。楽しみにされていたみなさま、大変申し訳あ
りません。
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山形市より

◆◇「みどりのボランティア」募集のお知らせ◇◆

育てた苗を
プレゼント！

山形市では、種から花苗を育て、花壇を管理していただくボランティアを募集
しています。初めての方でも安心して活動できる内容です。ボランティアに加
入された方には、地域などの緑化のために、育てた苗を差し上げます。
☆活動日：月に１回程度（午前中の２～３時間程度）の予定。
休憩をとりながら、みんなで楽しく作業します。
☆活動場所：霞城公園内花苗生産基地および花壇
☆応募資格：山形市に居住する、または山形市内で緑化に関する
活動を行っている心身ともに健康で、以下の事項を
遵守できる方
①本ボランティアの内容についてご賛同いただける方
②活動により知り得た個人情報については秘守できる方
③他の応募者と強調してボランティア活動ができる方
☆活動までにご用意いただくもの：ボランティア活動保険料 300円/年度

【お問合せ/応募先】
山形市まちづくり推進部 公園緑地課 緑化推進係
☎023-641-1212（内線528）

さとカフェ

◆◇秋のさとカフェ❤ホットハーブティーが美味しい季節です◇◆

朝晩の冷え込みが感じられる季節になりました。さとカフェにもホットハーブティーがメニュー
に加わりました。ほっと一息、ぜひお立ち寄りください。早めの冷え対策にもどうぞ。

オープン時間❤午前10:00～午後３:00
☆９月25日（金） ・・・・・まちの保健室同時開催（午前10:30～12:30）
特別企画：栄養士による「栄養相談」＆「試食会」
体組成計であなたのカラダを数値でチェック！
※看護の仕事のご相談もできます
☆10月８日（木） ・・・・・ドリンクバー（おかわり自由です）
ふくしま就職相談会同時開催（午後1:30～3:30）※予約優先
☆10月９日（木） ・・・・・ドリンクバー（おかわり自由です）
エステハンドマッサージ/ハーブティーつき（午前10:30～12:30）
☆10月23日（金) ・・・・・まちの保健室同時開催（午前10:30～12:30）
体組成計であなたのカラダを数値でチェック！
※看護の仕事のご相談もできます
大人のだがしや楽校同時開催（午前10:30～12:00）
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９～１０月のセンターイベント予定
☆詳細はお知らせの記事をごらんください☆
9/

金

東邦銀行

新設ATM機

ダイユーエイト嶋店にて営業開始
365日のご利用が可能になります
24 木 浜通り＆双葉郡交流会 （13：30～15：30）
詐欺防止の「なるほど！講話」つきです
同郷のみなさんでお話しませんか？
申込不要・当日受付
25 金
東邦銀行 移動ATM車
スポセン駐車場での営業最終日
18

イベント情報

◆◇とっておきの音楽祭
in やまがた2015◇◆

みんなちがってみんないい。音楽の力で「心のバリ
アを打ち壊そう」を合言葉に2006年から開催して
いる音楽祭です。
☆９月22日（火）午前10:00～午後５:00
☆山形市七日町大通り 屋外各所のステージ
☆参加無料
☆主催：とっておきの音楽祭やまがた実行委員会

さとカフェ （10：00～15：00）
季節のドリンクでゆっくりと♪
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

まちの保健室 （10:30～12:30）
特別企画：栄養士による栄養相談＆試食会
看護の仕事のご相談もお受けします
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください
27 日

９月のだがしや楽校
都合により中止とさせていただきます
楽しみにしていたみなさん、ごめんなさい

10/

8

木 さとカフェ （10：00～15：00）
福島県相談窓口もご利用ください
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

白崎映美＆東北６県ろ～るショー!! （文翔館前ステージ 15:15
※当センターに度々お越しいただいている白崎映美さん、
福島出身の小峰公子さんも出演します！

スポセン駐車場のご案内

出入口

ふくしま就職相談会 （13:30～15:30）
福島県内での就職に関する相談窓口開設
個別相談：予約優先 当日受付も可
9

暫定駐車場

金 さとカフェ （10：00～15：00）
エステティシャンの無料ハンドマッサージ♪

出入口
工事エリア

（ハーブティーつき＊10:30～12:30）

申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください
11 日

秋のだがしや楽校SP in スポーツフェスタ
～忍者＆ゆるキャラ隊がやってくる！～

出入口

ホンモノの忍者に手裏剣の投げ方を教わろう！

出入口

スケート場駐車場

おなじみのベニちゃん、じゅっきーく
んが楽しい「仲間」をつれて来るよ！

申込不要・当日受付
22 木

浜通り交流会 （13：30～15：30）
同郷のみなさんでお話しませんか？
福島県職員も同席します
申込不要・当日受付

23 金

センターからのお知らせ
次回は９月25日発行予定です

さとカフェ （10：00～15：00）
秋のドリンクおかわり自由♪
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

まちの保健室 （10:30～12:30）
体組成計で健康チェック！健康相談もどうぞ
看護の仕事のご相談もお受けします
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

山形市避難者交流支援セン
ター
開館時間 午前９:３０～午後５:００

大人のだがしや楽校 （10:30～12:00）
おとなだけでゆったりクラフト体験
※詳細は次号で
☆申込み/問合せ：山形市避難者交流支援センター

☎023-625-2185

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 13:30～16:00
金曜日 東邦銀行移動店舗(ATM車)来場 10:00～
15:00
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