山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.89
センターご利用のみなさまへ

2014年8月29日

◆◇当センター臨時休館のお知らせ◇◆

10月５日（日）「第２回山形まるごとマラソン」が開催されます。
当日は山形市総合スポーツセンターがスタート＆ゴールとなるため、
全館使用できなくなる他、周辺では大規模な交通規制が実施されます。
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
お掛けしますが、どうぞご了承ください。
※交通規制に関する詳しいチラシを、当センターに設置中です。

◆山形市避難者交流支援センター

臨時休館

10月５日（日） 山形まるごとマラソン開催のため
※翌６日も月曜日のため休館となります。

子育て①

◆◇山形市より 認可外保育施設へ通う方への補助について◇◆

認可外保育施設に通っているお子さまの兄弟姉妹が認可外保育施設、認可保育所、認定こども
園、幼稚園、特定保育に通っている、または保育ママ、幼稚園保育事業、児童館、特別支援学
校幼稚部、知的障がい児通園施設等を利用している場合、山形市では、保護者の負担を軽くす
るために保育料の一部を補助します。

◆この制度は、住民票が山形にない避難中の方もご利用いただけます。
補助対象者、補助金の額、申請方法など詳しくはは９月１日発行「広報やまがた」または、
当センターで配付中の、山形市発行「2014年度版・子育てガイド」をご覧ください。
【問合せ先】
山形市こども保育課

子育て②

☎023-641-1212
（内線572・573）

◆◇山形県幼稚園ガイドブック差し上げます◇◆
公益社団法人・山形県私立幼稚園協会発行の「平成26年度 山形県
幼稚園ガイド book」を、ご希望の方へ差し上げます。幼稚園と保育
園の違いや、山形県内各幼稚園の規模や費用などの詳細が、わかりや
すくまとめられた一冊です。合わせて山形市発行の「2014年度版・
子育てガイド」や「子育て支援マップ」もご利用ください。ご希望の
方は、当センタースタッフまでお気軽にお声掛けください。
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さとカフェ

◆◇秋メニューですっきり❤10:00～15:00オープン◇◆

い
さ
かか く
夏の疲れを季節のドリンクメニューでゆるっと癒しませんか？最近では、仲の
が き ら
良いグループでご利用くださる“常連さん”もいらっしゃいます。ご利用あり
で 氷ん
がとうございます。さとカフェ未体験の方も、ぜひ足をお運びください。
す ぼ
か 味
☆９月５日（金）……さくらんぼ味のかき氷で残暑も涼しく～
☆９月19日（金）……ハンドマッサージ（午前10:30～12:30）＆ミントティーですっきり の

大人のだがしや楽校

さとカフェ同時開催

◆◇大好評☆マクラメブレスレット再び！◇◆

リクエストが多かったマクラメブレスレットの第２弾！ ものつくりをしながら、おとなだけ
のゆったりとした時間を過ごしませんか？ 季節のドリンクとおしゃべりつきの90分です。
☆９月５日（金） 午前10:30～12:00
☆対象：大人だけで参加できる方
☆材料費：100円の実費負担をお願いいたします
☆申込み：9/3（水）〆切。（電話申込OK）

まちの保健室

前回の感想より
「作っている間は他の人
のがカッコよく見えた
けど、出来上がったら
自分のが一番カワイイ♪」

◆◇ 講話付き・まちの保健室セミナー開催 ◇◆
～今から始める「冷え対策」＆セルフマッサージでポカポカに～

9月の「まちの保健室」は、季節ごとの講話付き「まちの保健室セミナー」を開催します。今
回は、早めの冷え対策についてお話をうかがいます。冷えが続くと、頭痛、腰痛、肩こり、便
秘、肌荒れなどさまざまな症状があらわれます。助産師さんによる講話や、参加者のみなさん
でマッサージ体験など、寒い時期を暖かく過ごすために、今からの冷え対策はいかがでしょう。
☆９月18日（木） 午前10:30～12:30
☆会場：山形市総合スポーツセンター ３F 第２会議室
☆内容：①助産師による講話「今から始める、冷え対策」
②冷えのツボ、セルフマッサージ
③参加者同士でマッサージ体験
④健康チェック（血圧・体脂肪など）＆健康相談
⑤お茶会（季節のハーブティーなど、ほっこりメニュー）
☆持ち物：フェイスタオル
☆申込み：9/15（月） 山形市避難者交流支援センターまで（電話申込OK）

交流会①

夏の冷えの
ダメージは
残って
いませんか？

◆◇ みやぎカフェ開催 ◇◆

当センター内に、宮城県出身のみなさまの専用交流スペースがオープン！季節のド
リンクを飲みながら、同郷の方とお話ししませんか？ みなさまのご意見をうかが
いながら、宮城県の職員さんを交えた「宮城県交流会」の開催も計画していきます。
☆９月６日（土）午前10:30～12:00
☆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。
☆託児はありませんが、お子さま連れ歓迎します。
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●みやぎカフェ☆開催予定日●
奇数月の第１土曜日 ※１月のみ２週目
（11/1、1/10、3/7）

交流会②

◆◇ 浪江町主催 ： 大堀相馬焼陶芸教室開催のお知らせ（再掲） ◇◆

浪江町主催の陶芸教室が開催されます。京月窯の近藤京子先生と一緒に絵付け体験をしませんか?
☆９月６日(土)午前10:00～12:00
☆場所：霞城公民館 2F研修室1B 山形市城西町２-２-15
☆対象:双葉郡から山形に避難されている方々
☆参加費:無料
☆申込〆切：９/１（月）
【問合せ/申込み】

交流会③

浪江町復興支援員

当日は駐車場が込み合
いますので乗合い又は
公共交通機関をご利用
いただければ幸いです。

☎080-6294-5983

◆◇８月のだがしや楽校開催！◇◆

☆８月31日（日）午前10:30～午後１:15
✿夏の終わりの大スライム風船大会！
“新チャンピオンに挑戦！”
✿まつぼっくりデコレーション
なにするの
✿コロリン☆星飾り

だがしや楽校より

※12:30～みんなでランチタイム！
※ランチご持参の方にはコラーゲン入りスープをプレゼント
☆申込み不要。直接会場へお越しください。

◆◇９月は、

リナワールドSPの写真を
センターに掲示中☆写っ
ている方へ差し上げます。

のだがしや楽校スペシャル！◇◆

～よしととひうたの紙芝居ライブ＆ものつくり交流会～
☆９月28日（日）午後1:00～3:30
☆会場：山形市総合スポーツセンター３F

入場無料
当日受付

大会議室

✿新感覚紙芝居「よしととひうた」ライブ
✿だがしや楽校☆ものつくり交流会
①よしととひうたの紙芝居ワークショップ
②楽しいバルーンアートに挑戦
③当日のお楽しみ屋台
✿お楽しみ抽選会

どなたさまも参加OK! 開催時間内は出入り自由です。
※「よしととひうたの紙芝居ワークショップ」のみ
参加料250円（絵本のお土産つきです）。
※駐車場が混みあう場合は、グラウンド南側の大駐車
場をご利用ください。

よしととひうたの新感覚紙芝居は
「みんなで一緒に盛り上がる」楽しいライブです！
紙芝居作家/紙芝居師「よしと」とソングライター「ひうた」
による紙芝居と音楽のコラボレーションライブです。2006年夏、
活動開始。 島根県松江市を拠点に全国各地で年間200本近くラ
イブを展開しています。みなさん是非一度体験してください。
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物資配付

イベント情報

◆◇絵本・DVD差し上げます◇◆

●絵本「和菓子のほん」（虎っ子隊さまより寄贈）

◆元祖七日町一帯 ドリンクテーリング大会
はしご酒を楽しみながらノミニケーション！

日本ならではの和菓子のあれこれが、わか
りやすい文章ときれいな挿絵で表現された、
大人が読んでもおもしろい一冊です。

七日町一帯ドリンクテーリング大会実行委員会
様よりチケットをご提供いただきました！

数名のグループで、七日町の飲食店５軒を
３時間でまわり、各店お勧めのメニューを
飲食するというイベントです。無事ゴール
された方には、抽選で温泉旅行をはじめ、
もれなく賞品が当たります。

●読み聞かせ絵本のDVD
楽しい絵本が６～10話収録されたDVDで
す。ご希望の方はスタッフまでお声掛けく
ださい。

☆９月17日（水）午後５:30～受付開始
☆スタート＆ゴール：七日町ほっとなる広場
20名様へチケット差し上げます（先着順）
☆受付：９月３日（水） 午後１:00～
※チケットは当センターでお受け取り
ください。電話申込みOKです。
（配布期限：9月14日（日））
※なお、大変人気がありますので、
14日までにご来所いただけない場合は
キャンセル扱いとさせていただきます。
☆対象：20歳以上の方20名
※飲酒を伴うため未成年者の同伴はご遠慮
ください
☆申込み：避難者交流支援センター

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 さとカフェ （10：00～15：00）
季節限定のドリンクで爽やかに♪
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

5

大人のだがしや楽校 （10:30～12:00）
～マクラメブレスレット作り交流会～
材料費100円 申込〆切：9/3（水）
土 みやぎカフェ （10：30～12：00）
存分に地元の話をしませんか？
申込不要・当日受付
18 木 まちの保健室セミナー （10：30～12：30）
6

日本一の芋煮会フェスティバル

9/14（日）

～今から始める、冷え対策～
申込〆切：9/15（月）
19 金

さとカフェ （10：00～15：00）

山形市馬見ヶ崎河川敷

【9/19限定】ハンドマッサージコーナー
10:30～12:30（お一人様15分/無料）
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください
25 木

双月橋付近

浜通り交流会 （13：30～15：30）

センターからのお知らせ
次回は９月９日発行予定です

存分に地元の話をしませんか？
申込不要・当日受付
28 日

20名様ご招待

秋のだがしや楽校スペシャル！
よしととひうたの新感覚紙芝居ライブ＆
楽しいワークショップ （13:00～15:30）
申込不要・当日受付

10/ 土
4
5

日

いわてカフェ （10：30～12：00）
存分に地元の話をしませんか？
申込不要・当日受付
まるごとマラソンに伴なう

臨時休館
10 金

さとカフェ （10：00～15：00）
【10/10限定】ハンドマッサージコーナー
10:30～12:30（お一人様15分/無料）
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

開館時間 午前９:３０～午後５:００
〒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）
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 1３:00～16:00
金曜日 東邦銀行移動店舗(ATM車)来場 10:00～15:00

☆申込み/問合せ：山形市避難者交流支援センター

☎023-625-2185
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