山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.122

2016年1月14日

本年もどうぞよろしくお願いいたします
山形市避難者交流支援センター 職員一同

山形市より/健康

◆◇定期の予防接種についてご案内◇◆

原発避難者特例法の「避難住民届」の避難先を登録している指定市町村の方は、山形市民と同様
に、法律に基づいた定期の予防接種と乳幼児の健康診査を山形市にて無料で受けられるようになっ
ています。 ※高齢者インフルエンザと高齢者肺炎球菌の予防接種は、一部自己負担があります。
◎指定市町村：（福島県）いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村
◎予防接種を受けるには：①山形市健康課へお電話ください。
※住民票がある市町村から名簿が届いた後の対応になります
②山形市健康課窓口で事前申請を行ってください。
※山形市が発行する予防接種予診票が必要です。
【ご注意】※対象となるのは、定期の予防接種です。
※任意の予防接種（おたふくかぜ、ロタ、B型肝炎など）については、住民票があ
る市町村にお問い合わせ下さい。

【ご連絡・お問い合わせ】
山形市

健康課地域保健係

福島県より

☎023-641-1212（内線371・374）

◆◇帰還・生活再建に向けた総合的な支援策
（民間賃貸住宅家賃への支援）について◇◆

福島県では、避難指示区域外からの避難者への仮設・借上げ住宅の供与期間を平成29年３月31
日まで１年間延長するとともに、帰還・生活再建に向けた総合的な支援策に取り組みます。
【主要施策】①民間賃貸住宅家賃への支援 ※補助を受けるには収入要件があります
②住宅確保等への取組
※公営住宅等、有償での入居となります
③移転費用の支援 ※平成29年３月末までに完了する福島県内への移転が対象です

詳しくは、同封のご案内をご覧ください
【お問い合わせ】
福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル
または、福島県ホームページ

0120-303-059

（平日：午前9:00～午後5:00）

避難者支援課で検索・ご確認ください
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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）（再掲）◇◆

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

☆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）
※引き続き、福島県相談窓口「住居移転補助金について」
ミニ説明会へのご参加をお勧めします。

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◇◆

福島県相談窓口では、福島県職員による「帰還の際の移転費用
補助金」に関するミニ説明会を開催します。申請書の書き方の
ご説明および質疑応答をいたします。「帰福ママ情報交換会」
参加のついでに、また説明会だけのご参加も大歓迎です。この
機会に最新の情報をぜひお手元に。

当センターにも
申請書あります。
スタッフまでお
声掛けください。

☆１月21日（木）午後１:20～
☆会場：山形市避難者交流支援センター
☆申込みは要りません。直接会場へお越しください。

福島県より/就労

さとカフェ同時開催

協力：ふくしま就職応援センター

◆◇ふくしま就職相談会～個別相談～◇◆

福島県内での就職についての相談会を開催します。福島県内の求人情報や、ご希望の業種のマッ
チングなど、個別のご相談にも応じます。「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。現在お勤め中の方もお気軽にお越しください。
☆2月11日（木祝） 午後１:30～3:30 「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
【相談会・今後の予定】
☆申込：2/9（火）〆切 当センターまで（電話申込OK）
3/10（木）

【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、
１月より、事前申込み制になりました。申込〆切
は開催2日前までとなります。ご了承ください。
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午後1:30～3:30

さとカフェ

◆◇２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。
☆２月４日（木）
❤バレンタインセット

午後1:00-4:00❤
限定❤２０セット

・・・・・

（午後1:00～4:00）

バレンタインケーキセット（ドリンクおかわり自由）
ハンド＆ヘッドマッサージコーナー（受付：午後1:30～3:15)
福島県相談窓口開設日（午後１:30～４:00）

☆2月11日（木祝）・・・・・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
個別相談（午後1:30～3:30）※お一人様１時間程度・要予約
福島県相談窓口開設日（午後１:30～４:00）
☆２月19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
新春落語会＆交流会（再掲）◇◆

笑う門には福来る～！

◆◇笑福亭笑助

テレビ・ラジオでもお馴染みの、吉本興業「東北住みます
落語家/山形県住みます芸人」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、有名老舗
の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～

笑福
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☆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
※交流会には笑助さんも参加します！
※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 上方落語協会々員。
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。

スポセンより

◆◇駐車スペース増設のお知らせ◇◆

新野球場建設に伴い、駐車場が狭くなっておりますがグラウンド西側
に新たに駐車スペースが増設されました。どうぞご利用ください。
駐車マナーを守った停め方にご協力いただき、ありがとうございます。
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避難者交流支援センター １～２月の予定

☆詳細はお知らせの記事をごらんください☆
1/ 金 さとカフェ （10：00～15：00）
15

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
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」

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
2/ 木 午後のさとカフェ♡バレンタインSP

22

イベント情報

◆◇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
☆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♪

（13：00～16：00）

4

バレンタインスイーツセット
ハンド＆ヘッドマッサージ（13:30～15:15)
福島県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
木 ふくしま就職相談会 （13:30～15:30）
祝
福島県内での就職に関する相談窓口開設
申込：2/9〆切
※事前申込み制になりました
19 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

クラシックコンサート 無料ご招待

11

まちの保健室
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

申込不要

※お気軽にお立ち寄りください

物資提供

◆◇2016年 カレンダー◇◆

2016年版カレンダー差し上げます。必要な方
は、当センターまでお越しください。なお、
数に限りがあるため、１世帯
２点までのお持ち帰りと
させていただきます。
ご了承ください。

日 だがしや楽校 （10：30～12：30）
親子で楽しいクラフト屋台
申込不要・当日受付 ※詳しくは次号で
25 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
21

センターからのお知らせ
次回は１月14日発行予定です

☆申込み/問合せ：山形市避難者交流支援センター

☎023-625-2185

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

福島市相談窓口
毎月第１・３水曜日
１月 ６・20日
２月 3・17日
３月 2・16日

〒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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