山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.121
山形市より

2015年12月24日

◆◇「民間施設等異動届」お手続きのご案内◇◆

下記の項目に該当する方は、山形市への「民間施設等異動届」ご提出にご協力くださるようお
願いいたします。
①転居、帰還に伴い、住所が変わる方
②山形市での同居家族に変更がある方（家族の増減等）
☆届け出先：山形市避難者交流支援センター または、
山形市役所５F 防災対策課
山形市における避難者数の現状把握のため、ご協力お願いいたしま
す。また、届け出をせずに帰還された方で、当お知らせが転送され
続けている場合は、発送を停止いたしますので、当センターまでお
申し出ください。

福島県より

◆◇福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金について◇◆

福島県では、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、応急仮設住宅等に入居してい
た方が、自宅等へ移転した場合に要した費用について、補助金を交付します。
※平成29年３月31日までに完了する自宅等への移転が対象となります。
福島県より避難中のみなさまへは、別紙「福島県からのお知らせ」を同封いたしますので、詳細
をご確認ください。

【お問い合わせ】
福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル 0120-303-059
福島県避難者支援課 ☎024-521-8306・024-521-8034

さとカフェ同時開催

福島県より/就労

（平日：午前9:00～午後5:00）
（平日：午前8:30～午後5:15）

協力：ふくしま就職応援センター

◆◇ふくしま就職相談会スペシャル
～ 就活セミナー 「“受かる”面接の受け方」 開催 ～◇◆

1月は、就活セミナー付きの拡大版で開催します。就職内定を得るために、面接時のマナーや
“受かる”面接の受け方などの最新情報をお伝えします。「福島の現状を知りたい」「今後の
参考に」など、お急ぎでない方のご参加も大歓迎です。お気軽にお申込みください。
☆１月14日（木） ①午後１:00～２:00 就活セミナー「“受かる”面接の受け方」
②午後2:00～４:00「個別相談」 ※お一人様１時間程度
☆場所：山形市避難者交流支援センター、および第２会議室
☆対象：福島県内での就職をお考えの方
☆申込：1/12（火）〆切 当センターまで（電話申込OK）
【相談会・今後の予定】
【お願い】 これまで当日の申込みも受け付けておりましたが、
2/11（木祝） 午後1:30～3:30
１月より、事前申込み制になりました。申込〆切
3/10（木）
午後1:30～3:30
は開催2日前までとなります。ご了承ください。
※当日は、福島県職員による相談窓口の開催日です。
あわせてご利用ください。
「福島県相談窓口」毎週木曜日 午後1:30～４:00
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南相馬市より

◆◇「第2回 市外で避難生活を送る南相馬市民との懇談会」
資料配布について◇◆

12/12米沢会場、12/13山形会場における南相馬市主催「第２回 市外で避難生活を送る南相
馬市民との懇談会」にて配布された資料を、参加できなかった方へお渡しします。
【配布資料内容】
・避難指示解除に向けた本市の取り組み状況等について
・避難指示区域解除に向けた市の方針について
・小高区役所の取組みについて
・南相馬市の復興に向けた取り組みについて（内閣府）
・南相馬市の旧警戒区域内における除染及び廃棄物の処理について（環境省）
・南相馬市小高区・原町区 避難指示解除に向けた工程表
上記資料は、山形市避難者交流支援センターにてお預かりしておりますので、必要な方はお越し
いただき、スタッフまでお声掛けください。

セミナー/交流会

協力：ビーンズふくしま
◆◇帰福ママ情報交換会シリーズ その②（託児＆軽食つき）◇◆

震災から間もなく５年。帰還を決められた方、様々な理由で迷っておられる方へ、「帰福ママ情
報交換会」を開催します。ふくしま生活の気になることについて、お話を聞いてみませんか？
ままカフェ＠ふくしまスタッフが、帰福ママたちのふくしま生活についてお伝えします。
帰福ママ情報交換会シリーズ（その②）
☆１月21日（木）午前10:30～13:00
☆会場：山形市避難者交流支援センター
☆対象：福島県から自主避難中の方
☆内容：①「ふくしまに戻って生活するって？」
②「先に帰福したママたちは、いま」
③ランチタイムもトークタイム ※軽食つき
☆託児あり：１歳～４歳まで（要予約）
※１歳未満のお子さんはママと一緒に参加可
☆申込み：1/19（火）〆切 （電話申込OK）

まちの保健室

【託児をご利用の方へ】
❤10:20までに受付け願います
❤ランチタイムはママと一緒です
❤持ち物 ①おむつ替えに必要なもの
②汗をかいた場合の着替え
③おやつと飲み物

協力：山形県看護協会

◆◇ハンドマッサージとハーブティーでぽかぽかに◇◆

「まちの保健室」は、だれでも気軽に健康に関する相談ができる場所です。健康な時も、調子が
出ないときも“からだとこころ”の様々な気がかりに看護師が対応いたします。「体組成計」で
身体の状態をチェックした後、ハンドマッサージを受けながら日頃の体調などを看護師さんと気
楽にお話しできるコースが好評です。日頃の健康管理に、ぜひ一度ご利用ください。
☆１月15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血圧計・体組成計による健康チェック
②看護師による健康相談
③ハンドマッサージでリラックス
④看護の仕事に関する相談

まちの保健室 今後の予定
・2/19（金）
・3/18（金）
午前10:30～12:30

※体組成計をご利用の際は、裸足になれる服装でお越しください
-2/4-

さとカフェ

◆◇１月のさとカフェ

オープン午前10:00～午後3:00◇◆

あったかドリンクをご用意してお待ちしております。ぜひお立ち寄りください。
☆１月６日（水）

・・・・・ドリンクバー（おかわり自由です）
ご来場のみなさまへ「運試し抽選会♪」
空くじなし!!の福引です♪
福島市相談窓口開設日
（午前10:30～午後3:00）

福

☆１月14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スペシャル同時開催
セミナー＆個別相談（午後1:00～4:00）※予約優先
福島県相談窓口開設日（午後１:30～４:00）
☆１月15日（金） ・・・・・ドリンクバー（おかわり自由です）
まちの保健室同時開催（午前10:30～12:30）
※体組成計でカラダ年齢チェック！

交流会

共催：浪江町

笑う門には福来る～！

◆◇笑福亭笑助 新春落語会＆交流会◇◆

吉本興業「東北住みます落語家/山形県住みます芸人」の、
笑福亭笑助さんが当センターにやってきます。本格上方落語
で初笑いの後は、老舗和菓子をいただきながらの交流会を開
催します。浪江町との共催ですが、どなた様もご参加いただ
けます。この機会にぜひ、ナマの落語をお聞きください。
みんなで笑って縁起良く♪笑門来福でっせ～！来てや～
☆１月22日（金）午後１:00～４:00
※落語二席のあと2:30頃～交流会になります
※落語鑑賞のみご参加もOKです
☆会場：山形市避難者交流支援センター内、特設寄席
☆申込み不要。直接会場へお越しください。

笑福
笑東
北
亭笑
福住
助み
亭
ま

笑す
助落
語
家

笑福亭笑助（しょうふくてい しょうすけ）
出身地 ：大阪府八尾市。平成9年、笑福亭笑瓶に入門。公益社団法人 上方落語協会会員。
よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属。2014年4月より「東北住みます落語家・山形県住みます芸人」として山
形市在住。間寛平とよしもとお笑い芸人たちが、岩手県宮古市～宮城県～福島県いわき市までの約520kmをタスキをつな
ぐ「RUN FORWARD KANPEI みちのくマラソン」に２年連続出場。

センターより ◆◇年末年始の業務、および臨時休館のお知らせ（再掲）◇◆
①大掃除・・・１２月27日（日）午前9:30～午後3:00頃まで
当センター床のワックス掛けをします。その間はセンター内に立ち入りができません。新聞の
閲覧・持ち帰りや、相談業務は当センター隣の第２会議室でお受けいたします。

②年末年始の休館日・・・１２月28日（月）～１月４日（月）
③臨時休館・・・１月13日（水）
職員研修のため、1月13日（水）は臨時休館とさせていただきます。１月12日（火）は月曜
祝日の翌日ですが、開館いたします。ご不便をお掛けいたしますが、ご了承ください。
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１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☆
27 日

大掃除・床のワックスがけ
隣の第２会議室にて仮営業いたします

28 月
～ ～
1/4 月
6 水

年末年始休業
1/５より、通常通り開館します

新春さとカフェ （10：00～15：00）
運試し☆抽選会♪ 空くじナシ！！
福島市相談窓口もどうぞご利用ください
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

13 水

職員研修のため

臨時休業
※1/12（火）は開館いたします
14 木

イベント情報

◆◇東日本大震災支援チャリティ演奏会

トルヴェール・クヮルテット with 小柳美奈子◇◆
世界最高峰のアンサンブル集団！円熟したサクソ
フォン四重奏の真髄がここに！
☆2016年１月９日（土）午後２:30開演
☆会場：山形テルサホール
☆全席指定
※未就学児のご入場はご遠慮ください
☆主催：トルヴェール・クヮルテット
チャリティ演奏会実行委員会
☆お申込：山形テルサ
☎023-646-6677（齋藤・小関）

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

ご招待チケットを
ご希望の方は、山形テルサまで
直接ご連絡お願いします♪

ふくしま就職相談会SP （13:00～16:00）
「受かる面接の受け方」セミナー＆個別相談
福島県内での就職に関する相談窓口開設
申込：1/12（火）〆切
15 金

さとカフェ （10：00～15：00）
あったか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）
体組成計でカラダ年齢をチェックしてみよう
看護の仕事のご相談もお受けします
21

申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください
木 帰福ママ情報交換会 （10：30～13：00）
どうなってるの？ふくしま生活・・・？
気になる事について、たっぷり「テーマトーク」
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クラッシックコンサート 無料ご招待

申込：1/19〆切 ※託児・軽食つき
金 笑福亭笑助の新春落語会＆交流会
東北住みます落語家/山形県住みます芸人
笑福亭笑助がセンターにやってきます！
申込不要・当日受付 ※全席自由

◆◇ロータリー希望の風 チャリティコンサート◇◆
ロータリークラブでは、東日本大震災で親を亡く
した遺児たちに奨学金を支給する「ロータリー希
望の風奨学金」を、平成23年に設立しました。
今回のコンサートの収益は奨学金に充てられます。
先の震災で被災された方々にも、ぜひコンサート
を楽しんでいただけたら幸いです。
☆2016年１月23日（土）午後2:00開演
☆会場：山形テルサホール
☆全席自由
※未就学児のご入場はご遠慮ください
☆主催：山形北ロータリークラブ
☆お問合せ：090-8615-6795（浅黄）
ご招待チケットを
ご希望の方は、当センター
スタッフまでお声掛け
ください♪

☆申込み/問合せ：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１月14日発行予定です

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

早いもので、年内最後のお知らせ発行となり
ました。今年もご愛読ありがとうございまし
た。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください。
山形市避難者交流支援センター
スタッフ一同

〒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
月曜日休館（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
第1・3水曜日 福島市職員による相談窓口開設 10:30～15:00
毎週木曜日 福島県職員による相談窓口開設 13:30～16:00
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