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おだやかなお正月を迎えたと思ったら、寒波がやってきて、いよいよ本格的な冬の景色になってきたようですね(-_-;)
でも、気が付けば日没時間も伸びてきて「そうだ！あと 2 カ月もすれば春だ～！」と思うと、ちょっと気分が違ってくるのは私
だけでしょうか？！残り少ない（？）2 カ月の間、各地で冬ならではの楽しいイベントがありますから、ご都合よろしければ、
ぜひ、お出かけしてみてくださいね。(志)

避難者Ｑ＆Ａ特集～part14～
鶴岡で暮らしていながら、ちょっとした疑問・確認したいことなど、ありませんか？ 自分だけかと思ってい
たら、意外と皆も同じように疑問に思っていた！なんていうことがけっこうあるかもしれませんよね。以下に
記載した以外にも「あれ？」と思うことがありましたら、遠慮なく生活支援相談員にお尋ねくださいね(^_^)/

就職の相談ができるところがいろいろあるようですが、私の場合、どこに相談したらいいのでしょうか？

それぞれの相談窓口の特色に注目してみてくださいね。(ハローワーク以外をご紹介致します)
自分があてはまるのは？

① ②

◆ハローワークインターネットサービスがあります！

①パソコンまたはスマートフォンを使える。

「ハローワークインターネットサービス」で検索

②インターネットを閲覧できる場所に行ける。

するか、https://www.hellowork.go.jp/ に

(図書館、出羽庄内国際村など)

アクセスしてみて下さいね。自分に合った求人情

③そもそも、就職活動を始める気力がわかない。

報検索を利用して求人情報を調べることができ

④自分にどんな職業が合うのか、どんなことから

ます。

始めたらいいのか、分からない。就職後も心配。

③
◆庄内地域若者サポートステーションがあります！

⑤ 35 歳以下で鶴岡市内で相談したい。

求人情報の提供ではなく、「長い間仕事をしてい
ないので自信が持てない」「働きたいのに、働く

④

⑤

ことができない」人とその家族をサポートする窓
口です。おおむね 15～39 歳までの方とその家族

◆トータルジョブサポート酒田があります！

が利用できます。

「県若者就職支援センター庄内プラザ」
「庄内地域

酒田市中町 2-5-10 酒田産業会館１F

若者サポートステーション」「ハローワーク酒田」

山形県若者就職支援センター庄内プラザ内

「県求職者総合支援センター」が連携して就職支援

TEL：0234-23-1777(専用)

を展開します！
対象：山形県内に避難している方(45 歳以上可)、他
まずは求職申込書をしてから、相談開始。ご相談
内容に応じて、最適な支援機関による支援を実施
します。
相談者の意欲や能力に応じて、生活資金等の相談
から専門のカウンセラーや臨床心理士による就職
や転職等の悩みについてのアドバイス、さらに職業
相談・紹介まで、チーム支援を実施します。
就職決定後もフォローアップしますので、職場の悩
みなど、お気軽にご相談ください。
トータル・ジョブサポート酒田
☎0234-21-0810 (月)～(金)10:00～18：00
酒田産業会館 1 階(異業種交流プラザ内)酒田市中町 2-5-10

*編集・発行

◇窓口相談 ◇キャリアプログラム
◇職場ふれあい事業 ◇職場体験事業
◇出張相談事業
（鶴岡市ワークサポートルーム第 1・3 火曜日）
◇保護者対象相談事業
◇メール相談（来所が難しい方のために）
◆鶴岡ワークサポートルームがあります！
求職者登録(3 か月間有効)をして、無料就職紹介
を利用することができます。35 歳以下の方が利
用できます。詳細は今回の支援だよりと同封のご
案内チラシをご覧ください。

鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）ホームページ http://www.shk01.jp/

内容のお問い合わせは 0235-24-0053 または kyouko-siga@shk01.jp(担当：志賀・清水)wanpag

【1～2 月の予定 】
18 土たらのきだいスキー場ファン感謝デー
(終日リフト無料、甘酒無料サービス)

19 日新春もちつき交流会&寒鱈祭りツアー
（かたぐるま＆銀座通り）

20 月鶴岡市こころの健康相談(要予約)
①13：30～②14：30～ 「にこ♥ふる」

21 火「庄内地域若者サポートステーション」
鶴岡出張相談 10：00～16：00

22 水
23 木健康無料相談(老人福祉センター)
13：30～15：30(60 歳以上の方対象)
24 金法律無料相談（山形県弁護士会）
※一般の方は有料ですが、避難者は無料です。
避難者相談であることを伝えてください。
16：00～18：00（要予約）
申込：山形法律相談センター023-635-3648
会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3 階）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00
脂肪燃焼エアロ申込み〆切日
市営住宅申込み〆切日（午後 5 時まで）

25 土
26 日
27 月
28 火
29 水
30 木健康無料相談(老人福祉センター)
31 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

2/1 土
2日
3月
4火
5水
6 木健康無料相談(老人福祉センター)
7 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

8土
9日
10 月
11 火
12 水
13 木健康無料相談(老人福祉センター)
14 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

15 土週末寺子屋 in 鶴岡(にこ♥ふる)
午前 10：00～12：00 午後 13：30～15：30

「東電テレビ会議 49 時間の記録」（まちキネ）
鶴岡自主上映会開場 12：00 上映 12：30～

16 日
17 月「渡されたバトン―さよなら原発」
ジェームス三木脚本・池田博穂監督
鶴岡上映会(中央公民館)

18 火
19 水
20 木健康無料相談(老人福祉センター)
21 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

22 土
23 日避難者招待陶芸教室(にこ♥ふる)
15：00～17：00

24 月
25 火庄内地方避難者相談会 12：00～15：00
市役所 6 階大会議室西＊自由来所型の相談会

健康作り 脂肪燃焼エアロ～中央公民館 短期青年講座~～
1/30(木)、2/13(木)、27(木)、3/13(木)、27(木)全 5 回 19:00～20:30
会場：中央公民館女性センター(みどり町 22-43)
春に向けてスッキリしたいと思っている方におススメです！
隔週だから無理なく通えますね(^_^) 対象は鶴岡市に在住また
は勤務先がある 18 歳～40 歳位の男女です。定員 20 名、経費
2,500 円、申込み〆切は 1/24(金)です。来館、電話、ＦＡＸ、
Ｅﾒｰﾙにて申込みの上、期間内に受講料をお納めください。
申込み・問合せ：☎0235-25-1050 鶴岡市中央公民館(みどり町 22-36)
FAX：0235-25-1052 E ﾒｰﾙ：chuko@city.tsuruoka.yamagata.jp
入居者募集 市営住宅(高齢者・障害者向け)※借上げ住宅ではありません。
入居時期は今年 3 月中旬以降、
申込み期間は 1/6(月)～24(金)午後 5 時まで。
入居資格要件がありますので、詳しくは建築課にお問い合わせいただくか、
募集案内をご覧ください。(市のホームページまたは避難者生活支援相談員へ)
◇鶴岡地域：※６０歳以上の方または障害のある方を含む世帯優先
みどり住宅（1 階・2ＤＫ）１戸
大西住宅 （1 階・2ＬＤＫ）１戸
※７５歳以上の方または障害のある方を含む世帯のみ申込可
大山住宅 （1 階・2ＤＫ）１戸
※６０歳以上の方または障害のある方を含む単身・二人世帯
ちわら住宅（1LDK バリアフリー・階は指定丌可）4 戸
その他、子育て世帯優先の募集もあります。（羽黒・荒川住宅、ちわら住宅）
募集案内等書類は鶴岡市社会福祉協議会（志賀・清水）でも入手できます。
申込み・問合せ：0235-25-2111 内線 483 鶴岡市建築課
求人情報 介護員募集！(臨時介護員・パート介護員)
鶴岡市社会福祉協議会では臨時介護員・パート介護員・夜勤専門員として働
いていただく方を募集しております。ご希望の方は担当までご連絡ください。

①臨時介護員

デイサービス
センターおおやま

時間帯（１）
時間帯（２）
時間帯（３）
時間帯（４）

7：45～16：30
8：00～16：45
8：30～17：15
9：15～18：00

②ﾊﾟｰﾄ介護員

特別養護老人
ホームおおやま

午前

7：30～12：30

③夜勤専門員

特別養護老人
ホームおおやま

夜勤

22：00～6：45

◆休日:①②週休 2 日制 ③2 勤 2 休◆年次有給休暇：①10 日②10 日③7 日
◆賃金:①臨時介護員 日給月給 142,000 円（月平均労働日数 21 日）
②ﾊﾟｰﾄ介護員 時給 920 円（一日 5 時間勤務 4,600 円）
③夜勤専門員 日給 7,740 円（月労働日数 15 日）
◆通勤手当：実費(上限あり 40,000 円) ◆雇用期間：Ｈ26.3/31(更新可能性あり)
◆資格：丌問。2 級ヘルパー、介護初任者研修あれば尚可。
※介護初任者研修制度をテキスト代の 7,000 円ほどで受講・取得できます。

◆加入保険等：①雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続 1 年以上）
②雇用・労災
退職金制度なし
③雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続 1 年以上）
お知らせ 今後（今年度 1～3 月）の避難者イベント等のご案内
以下のものを企画しております！ご参加お待ちしております。詳細は、今後、
この「鶴岡市避難者支援だより」に掲載したり案内チラシを同封致しますの
で、ご覧ください。
◆編み物教室（宝田住宅集会所） →1 月～3 月毎週(金)9:00～11:00
◆週末寺子屋 in 鶴岡（にこ♥ふる）→2 月 15 日(土)午前・午後
3 月 15 日(土)午前・午後
◆心もゆるめるヨーガ教室(にこ♥ふる) →2 月 17 日(月)10:00～11:30
◆避難者招待陶芸教室（にこ♥ふる） →2 月 23 日(日)15:00～17:00
◆キャンドル作り・クラフト交流会(仮) →3 月 9 日(日)午前

