山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.108
賠償

2015年6月11日

◆◇避難指示区域から避難中のみなさまへ
原子力損害賠償・廃炉等支援機構より、説明会のご案内◇◆

避難指示区域から避難中の方向けに、今後の生活再建に大きく関わる「住居確保にかかる費用」
の賠償内容を中心に解説します。この内容での「説明会」は今年度は今回のみですので、この機
会にぜひご参加ください。なお「個別相談」は今後も継続予定です。詳しい内容は、当センター
で配布中のチラシをご覧ください。
☆7月12日（日）
☆会場：山形市総合福祉センター
☆【第１部】「説明会」午前10:00～12:00
※内容：住居確保にかかる費用の賠償内容について
※対象：避難指示区域から避難されている方
【第２部】「個別相談会」午後１:00～４:00
※対象：原子力発電所事故で被害を受けた方々全員

こちらの内容での
山形地区説明会は、
今年度は今回のみです。

【予約/お問い合わせ】 第1部・2部とも、事前予約をお願いいたします。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構

福島県より

通話無料：0120-330-540
午前9:00～午後5:00（土日祝日も受付）

◆◇平成27年度県立高等学校体験入学等実施計画について◇◆

福島県教育委員会では、平成28年度入学予定の方を対象に、県立高等学校体験入学の計画を公表
いたしました。申し込みの締め切りが迫っている学校もありますので、ご希望の方はお早めにお
申込みください。詳細な点につきましては、各県立高等学校までお問い合わせください。
【各高校の体験入学等実施計画一覧】
※インターネット下記ページにてご確認いただけます。
福島県教育庁

高校教育課

http://www.koukou.fks.ed.jp/htdocs/?page_id=49

☎023-641-1212（内線555）

福島県より/就労

月～金

午前８:30～午後５:00

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スペシャル ～就活セミナー開催～◇◆

７月は就活セミナー付きの拡大版で開催します。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。お気軽にご参加ください。
☆７月９日（木） ①午後１:00～２:00「就職活動の進め方セミナー」
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
【相談会・今後の予定】
☆要申込み・当日申込もＯＫ
8/8（土）午後1:30～3:30
◎個別相談
☆申込み：山形市避難者交流支援センターまで（電話申込OK）
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山形市より

◆◇山形市における相談窓口のご案内（その２）◇◆

山形市では下記について保健師がご相談をお受けしています。避難中で住民票が山形市にない方
もご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
【健康相談】身体や心の健康／健康に関して、子どもの予防接種についてなどのご相談。
☆相談窓口：山形市役所 健康課 ☎023-641-1212（内線372）
【母子保健相談】母子に関する相談／母子健康手帳の交付、乳幼児健診、発育・発達につい
て、家庭訪問などのご相談。
☆相談窓口：保健センター（霞城セントラル内） ☎023-647-2280
【こころの相談】こころの病気や悩みについて／うつ、精神疾患、飲酒問題などのご相談。
☆相談窓口：山形市役所 障がい福祉課 ☎023-641-1212（内線580）
【ご相談受付時間】
山形市役所
保健センター

就労

月～金
火～日

午前８:30～午後５:00
午前９:30～午後６:00

◆◇マザーズジョブサポート山形よりご案内◇◆

「おしゃべり cafe」～子育てと仕事を両立させたいママが聞いてみたいこと～
限られた時間の中で、大忙しで働く先輩ママたち。どうやって両立しているので
しょうか？具体的な話を聞いて、仕事復帰のヒントを一緒に見つけてみませんか。
☆６月18日（木）または25日（木）午前10:00～12:00 ※ご都合の良い日を選択してください
☆会場：ハローワークプラザやまがた内 セミナールーム （山形テルサ１F)
☆対象：就職を目指している、子育て中のママ
☆定員：10名 ※託児：先着６名（無料／要予約）
電話または申込書をFAXにて ※申込書は当センターにもあります

【申込み／問合せ】
マザーズジョブサポート山形
山形市双葉町1-2-3 ハローワークプラザやまがた内
☎023-665-5915
FAX：023-665-5918
※月～金：午前9:30～午後５:00 ※土：午前10:00～午後5:00

地域別交流会

◆◇浜通り交流会開催 ◇◆

前号のイベント一覧より、
日程が変更になりました。

福島県浜通り出身の方、交流会を開催します。山形市外にお住いの方も大歓迎！お誘い合わせ
の上ご参加ください。当日は福島県職員も参加します。
☆６月30日（火）午後1:30～３:30
☆場所：山形市避難者交流支援センター
☆対象：福島県浜通り地方から避難中の方
☆申込み不要。直接会場へお越しください。
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同郷のみなさんで
おしゃべり
しませんか？

さとカフェ

◆◇さとカフェは、フリードリンク・フリータイムです◇◆

オープン時間❤午前10:00～午後３:00
☆６月19日（金） ・・・・・・・・ドリンクバー（おかわり自由）
ハンドマッサージコーナー（午前10:30～12:30）※受付12:15まで
アロマ×消臭・柔軟剤のつかみ取り
☆７月９日（木）

・・・・・・・・ドリンクバー（おかわり自由）
ふくしま就職相談会スペシャル同時開催（午後1:00～４:00）
福島県相談窓口も併せてご利用ください（午後1:30～4:00）

☆７月24日（金） ・・・・・・・・まちの保健室同時開催（午前10:30～12:30）
山形県ナースセンター就職相談会（午前10:30～12:30）

交流会

◆◇だがしや楽校 ～親子で楽しいクラフト屋台～◇◆

おとなもこどもも思わず夢中になる人気のクラフト屋台が登場です。梅雨のどんよりした気分を
キラキラクラフトで楽しくしてみませんか。
☆６月28日（日）午前10:30～12:30
☆会場：山形市避難者交流支援センター

なにするの

✿キラキラビーズのまつぼっくりアート
✿カラフル☆手作りスライム風船
✿12:30～みんなでランチタイム
※ランチはご持参ください
☆申込み不要。直接会場へお越しください。

交流会

◆◇大人のだがしや楽校

【次回予告】

７月は

夏のだがしや楽校スペシャル！
大会議室ででっかく開催～！
夏休みの工作のヒントに♪

～スイーツデコ❤リアルスイーツつき！～◇◆

新登場のスイーツデコのメモスタンド作り交流会を開催します。パティシエ気分でフルーツやク
リームを盛りつけてみませんか？ 完成後は本物のスイーツでカフェタイム。おとなだけのゆっ
たりした時間を過ごしてみてみませんか。
☆７月３日（金）午前10:30～12:00
☆場所：山形市避難者交流支援センター
☆対象：大人だけで参加できる方
☆材料費：200円の実費負担をお願いいたします
☆申込み：７月１日（水）〆切（電話申込OK）
※材料準備のため、申込みが必要です

まちの保健室/就労

さとカフェ内同時開催

協力：山形県看護協会

◆◇健康チェック ＆ 看護のしごと相談コーナー◇◆

【今後の予定】
７/24（金）午前10:30～12:30
８/21（金）午前10:30～12:30
９/25（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健康チェック…新たに体組計が導入されます
②健康相談…日頃の体調についてお聞きします
③ハンドマッサージでリラックス
④看護のしごと相談コーナー
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協力：福島市、ビーンズふくしま

セミナー/交流会

◆◇第４回 帰福ママ情報交換会 ◇◆
～「気になること」について、お話しませんか？～

軽食ランチつき

福島へ帰ることへ不安を感じているみなさん、「気になっていること」についてお話ししてみま
せんか？ 福島県内各地で避難先から戻られたママをサポートしている「ビーンズふくしま」の
スタッフと福島市の保健師が来場し、現在の福島や帰福ママたちの様子をお伝えします。自身も
自主避難の経験を持つスタッフも参加して体験談をお話しますので、不安材料との向き合い方の
ヒントになれば幸いです。同企画への２度目、3度目のご参加も歓迎いたします。
☆７月15日（水）午前10:30～午後1:00
☆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
☆お昼は軽食ランチつきです
※託児はありません。ご了承ください。
☆申込み：7/12（日）〆切
山形市避難者交流支援センターまで（電話申込OK）

６～７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☆
6/ 金 さとカフェ （10：00～15：00）

28 日

30 火

～白井圭・中木健二を迎えて～

モーツァルトやシューベルトの調べで、ウィー

申込不要

ンの香りをお楽しみください。

※お気軽にお立ち寄りください

だがしや楽校 （10:30～12:30）

浜通り交流会 （13：30～15：30）
同郷の方とお話しませんか？
申込不要・当日受付 ※日程変更になりました

9

◆◇永田美穂 ピアノリサイタル◇◆

ハンドマッサージコーナー(10:30～12:30)

親子で楽しいクラフト屋台♪
申込不要・当日受付

3

20名様ご招待

初夏のドリンクバー/おかわり自由♪

19

7/

イベント情報

金 大人のだがしや楽校 （10:30～12:00）
スイーツデコ作り☆リアルスイーツ付！
申込〆切：7/1（水） ※材料費200円
木 さとカフェ （10：00～15：00）
ドリンクバー/おかわり自由♪
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください

☆７月24日（金）午後7:00～（6:30開場）
☆会場：山形テルサホール
☆先着20名様をご招待（自由席）
※チケットは当日受付にてお渡しします
☆「キッズルーム」も開設されます
※未就学児のご入場はご遠慮いただいており
ますが、託児が必要な方はお申し込み時に
お知らせください。
☆お申込/お問い合わせ
永田美穂ピアノリサイタル実行委員会事務局
☎090-5234-1223（木村）

ふくしま就職相談会SP （13:00～16:00）
福島県内での就職に関する相談窓口開設
①就活の進め方セミナー ②個別相談
予約優先 当日受付も可
15 水

センターからのお知らせ
次回は6月26日発行予定です

帰福ママ情報交換会 （10：30～13：00）
帰還を検討中の自主避難ママ対象
「みんなどうしてる？」についてお話しませんか

申込み〆切：7/12（日） ※軽食ランチ付
24 金

さとカフェ （10：00～15：00）

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

初夏の爽や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）
さとカフェ内に健康チェックコーナー開設
看護のおしごと相談コーナー併設
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください
☆申込み/問合せ：山形市避難者交流支援センター

☎023-625-2185

〒990-0075 山形市落合町１
山形市総合スポーツセンター３F
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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