山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.117
宮城県より

2015年10月23日

◆◇宮城県住宅情報提供コールセンター開設のご案内◇◆

宮城県では、県外に避難中の方が宮城県内の賃貸住宅での生活再建を検討されている場合に、ご
相談をお受けするコールセンターを開設しました。宮城県内の物件情報や、不動産事業者のご紹
介などにご利用ください。
☆対象：宮城県から避難中で、宮城県の賃貸住宅での生活再建を検討中の方
※宮城県以外から避難中の方は対象となりません
☆ご相談例：宮城県にはどんな物件があるのかな？
アパートやマンションを借りる手続きはどうすればいいの？
借りるときにはどんな費用がかかるの？
自分で見つけた物件より、いい物件はあるのかな？
【お問合せ先】
宮城県住宅情報提供コールセンター

☎022-796-9501

日曜日も受付しております。お気軽にご相談ください。
受付時間：午前10:00～午後5:00 ※定休日：水土祝日、年末年始

福島県より

◆◇福島県議会議員選挙 避難先における不在者投票について◇◆

福島県議会議員選挙の投票日は、11月15日（日）です。東日本大震災及びそれに伴う原発事故
により、住民票のある市町村（避難元の市町村）から他の市区町村へ避難されている方は、避難
先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
福島県議会議員選挙と同時に、「相馬市、川俣町、広野町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、
新地町」では、市町村の選挙が行われます。下記表でご確認ください。

◎選挙の種類および不在者投票のできる期間
選挙の種類
福島県議会議員選挙
広野町議会議員選挙
川内村議会議員選挙
大熊町長選挙
大熊町議会議員選挙
浪江町長選挙
葛尾村議会議員選挙

告示日

不在者投票のできる期間

投票日

11月６日（金）
～11月14日(土）

11月５日（木）
11月15日（日）

相馬市議会議員選挙

11月８日（日）

川俣町議会議員選挙
新地町議会議員選挙

11月10日（火）

11月９日（月）
～11月14日(土）
11月11日（水）
～11月14日(土）

【山形市で不在者投票のできる場所】
◎山形市役所11F 選挙管理委員会事務局

☎023-641-1212（内線751）

【お問い合せ】
◎住民票のある市町村、または避難先の市区町村選挙管理員会
◎福島県選挙管理委員会
☎024-521-7062
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協力：ふくしま就職応援センター

福島県より/就労

◆◇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。
【１１月の個別相談会】
☆11月12日（木）午後１:30～３:30
☆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
☆予約優先・当日予約もＯＫ
※個別相談はおひとり様１時間程度です
☆申込み：山形市避難者交流支援センターまで（電話申込OK）

【相談会・今後の予定】
12/10（木）午後1:00～4:00
①就活セミナー
②個別相談

※雇用保険受給中の方が参加された場合、求職活動実績になります
福島県で働きたい！とお考えのすべての方へ

◆◇就職相談窓口のご案内◇◆

福島県では、県内各地に相談窓口を設置して福島県で働きたい方の就職活動を応援しています。
一時帰宅や帰省の際にもご利用いただけます。ご相談の場合は、事前に予約されることをお勧め
します。お気軽にお問い合わせください。
【ふるさと福島就職情報センター】

月～土曜日 午前10:00～午後7:00（祝日・年末年始を除く）
◎福島窓口（ジョブカフェふくしま） ☎024-525-0047 コラッセふくしま２F

【ふくしま就職応援センター】

月～土曜日 午前10:00～午後7:00（祝日・年末年始を除く）
◎郡山窓口 ☎024-925-0811
郡山市駅前1-14-21 郡山花椿ビル８F
◎白河窓口 ☎0248-27-0041
白河市郭内１ NTT白河ビル１F
◎会津若松窓口 ☎0242-27-8258 会津若松市南千石町6-5 商工会議所会館２F
◎南相馬窓口 ☎0244-23-1239
南相馬市原町区南町1-1
松本ビル２F
◎いわき窓口 ☎0246-25-7131
いわき市平字梅本15 県いわき合同庁舎西文庁舎１F

福島市より

◆◇福島市相談窓口 開設日変更のお知らせ◇◆

福島市では、山形市避難者交流支援センター内に現在開設している「福島市相
談窓口」の開設日を下記の通り変更いたします。
☆開設日：12月より第１・第３水曜日（祝日、休日を除く）
午前10:30～午後3:00
【当面の日程】
◎開設日変更に伴い、子ども医療費等の申請書提出に支障が出る場
２・16日
合は、福島市直送用封筒（切手不要）にて郵送お願いいたします。 12月
６・20日
※封筒は、山形市避難者交流支援センターに設置中です。
1月
３・17日
◎その他の行政相談につきましては、直接お電話にて対応いたしま
2月
２・16日
すので、お気軽にご連絡ください。
3月
◎交通機関等の状況により、遅れや中止の場合もありますのでご了
承願います。

【お問合せ/連絡先】
福島市

市民部生活課

避難者支援係
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☎024-563-3705

さとカフェ

◆◇ランチタイム限定❤温かいスープはいかがですか◇◆

日増しに寒さを感じる季節になりました。秋のさとカフェでは、ランチタイムに温かいスープを
ご用意いたします。ランチご持参でのご利用も大歓迎です。

オープン時間❤午前10:00～午後３:00
☆11月12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同時開催（午後1:30～3:30）※予約優先
☆11月27日（金) ・・・・・まちの保健室同時開催（午前10:30～12:30）
冬直前スペシャル～簡単☆ヨーガ体験～
※体組成計でカラダ年齢チェック！
※看護の仕事のご相談もできます

交流会

◆◇大人のだがしや楽校 ～ドリームキャッチャーペンダント～◇◆

ドリームキャッチャーのペンダント作り交流会を開催します。ドリームキャッチャーとは、北米
先住民のお守りのひとつ。円形の枠に糸を網目状に張ったもので、枕元に掛けておくと、悪夢は
網に引っかかり、よい夢だけが通り抜けて人のもとに来るとされてい
ます。今回はペンダントサイズのドリームキャッチャーを作ります。
良い夢がたくさん訪れますように。
☆11月６日（金）午前10:20～12:00
☆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：300円の実費負担をお願いいたします
☆申込み：11/4（水）〆切。（電話申込OK）

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。身近な材料で作
れますので、アイディア次第でどんどんア
レンジしてみてください。だがしや楽校は
時間内出入り自由です。学校や幼稚園のお
友達と一緒の参加も大歓迎です。大人だけ
での参加も、もちろん大歓迎です！お孫さ
んへのプレゼントなどにもお役立てくださ
い。

10/11開催 だがしや楽校＠スポーツフェスタ
本物の忍者（修業を積んでお免状を頂いている方です）か
ら、手裏剣の種類や使い方のお話を聞き、棒手裏剣の投げ
方を教わりました。ゆるキャラ達も的当て大会に挑戦！
ステージパフォーマンスも大盛況！

☆11月15日（日）午前10:30～12:30
☆会場：山形市避難者交流支援センター
✿楽し懐かし☆プラバン
✿カラフル☆手作りスライム風船
なにするの
✿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。
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イベント情報

◆◇芸術の秋～コンサートへ各20名様ご招待◇◆

◆◇マリンバピアチェーレ
～音楽と絵本の贈り物～（20名様ご招待）
家族みんなで楽しめるマリンバの演奏と、絵
本の読み語り。人気のぐりとぐらもやってく
る！マタニティーママ、０歳の赤ちゃん、お
兄ちゃん、お姉ちゃん、みんなおいで♪

◆◇やまがた太鼓の祭典（20名様ご招待）
熱気、迫力、共振----和の魅力を一堂に
福島市「愛宕陣太鼓連響風組」も演奏します。
☆11月15日（日）午後1:00開演
☆会場：やまぎんホール（山形県民会館）
☆主催：山形新聞、山形放送
☎023-634-8600
※詳しくは同封のチラシをご覧ください

☆11月29日（日）午前10:30開演
☆会場：遊学館ホール
☆主催：マリンバ ピアチェーレ
☆参加ご希望の方はお電話にて事務局にお申
仕込みください。チケットは当日に受付で
お渡しします。
☆申込み：☎0190-5234-1223（木村）

11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☆
金 大人のだがしや楽校 （10:20～12:00）
6
ドリームキャッチャーつくり交流会
材料費300円 申込〆切：11/4（水）
12 木 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

11/

ふくしま就職相談会 （13:30～15:30）
福島県内での就職に関する相談窓口開設
個別相談：予約優先 当日受付も可
15 木

だがしや楽校 （10：30～12：30）
楽しいプラバン＆手作りスライム
ランチタイムもあるよ♪
申込不要・当日受付

27 金

さとカフェ （10：00～15：00）
秋の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）
簡単ヨーガ体験☆冷え対策や安眠のために
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
28 土

☆ご入場には整理券が必要です。
整理券は当センターにてお渡し中です。
※〆切：11/14（土）

予告

◆◇帰福ママ情報交換会2015-16
～３回シリーズで開催～◇◆

借上げ住宅制度の終了が平成29年3月と提示され、
避難生活を続けるのか、福島での生活を再開する
のか悩んでおられる方も多いのではないでしょう
か。そこで、今年度は12月～３月に「帰福ママ情
報交換会」を全３回シリーズで開催します。３回
すべて、またはご都合に合わせた参加のどちらで
も受付いたします。また、福島県相談窓口やふく
しま就職相談会と連動して帰福ママを応援します。

【帰福ママ情報交換会シリーズ】
☆12月２日（水）開催
☆１月中旬（予定）
☆３月上旬（予定）
☆場所：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
帰還後の「食」「子育て」「人間関係」などに
ついて、ご参加のみなさんと、ままカフェ＠ふ
くしまスタッフ（自主避難経験者もいます）で
意見交換をしませんか？
※詳細は後日お知らせします

浜通り・双葉郡交流会 （11：00～13：30）
冬に備えた「健康講座」＆「交流会」
同郷のみなさんでお話しませんか？
※詳細は次回

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

☆申込み/問合せ：山形市避難者交流支援センター

〒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

☎023-625-2185

センターからのお知らせ
次回は11月12日発行予定です

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
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