山形市避難者交流支援センターより お知らせ No.119
岩手県より/医療

2015年11月27日

◆◇岩手県内の医療提供施設再開状況について◇◆
～岩手県ご出身のみなさまへ、資料同封いたしました～

岩手県より、平成27年11月1日現在の岩手県内の医療提供施設（病院、診療所、歯科診療所、
調剤薬局）の被害及び再開状況が開示されましたのでお知らせいたします。岩手県ご出身のみな
さまへは、沿岸部の状況を中心とした資料を同封いたしましたので、どうぞご活用ください。な
お、さらに詳しい情報が必要な方は、下記担当部署へお問い合わせください。また岩手県のホー
ムページでも、随時情報が更新されています。ご自宅にインターネット環境が整っていない方は、
当センターの閲覧用パソコンをご利用いただけます。
【お問合せ先】
岩手県保健福祉部

医療政策室
または

宮城県より/住宅

医務担当（医療）

岩手県 震災復興

☎019-629-5427
で検索

◆◇宮城県内の災害公営住宅の整備状況について◇◆
～宮城県ご出身のみなさまへ、資料同封いたしました～

宮城県より、平成27年10月31日現在の宮城県内の災害公営住宅の整備状況が開示されました
のでお知らせいたします。宮城県ご出身のみなさまへは、市町村別の整備状況の資料を同封いた
たしましたので、どうぞご活用ください。なお、さらに詳しい情報が必要な方は、下記担当部署
へお問い合わせください。また宮城県のホームページでも、随時情報が更新されています。完成
済みの災害公営住宅の情報も画像つきで紹介されています。ご自宅にインターネット環境が整っ
ていない方は、当センターの閲覧用パソコンをご利用いただけます。
【お問合せ先】
宮城県復興住宅整備室
Webページ

宮城県より/教育

☎022-266-1066

宮城県トップページ＞震災・復興＞住宅

◆◇宮城県内の学校への転入学について◇◆

宮城県内への転入学について、ご相談の窓口をご紹介いたします。
◆宮城県外からの転入学について
◎小・中学校の場合……現在在籍している小・中学校へご相談ください。
◎高等学校の場合………転入を希望する県立高校の転入学試験を受験し、転入学を許可される
必要があります。現在在籍している高等学校へお問い合わせください。
※転入学試験は希望先の高校の定員の欠員状況によっては、実施されないこともあります。
◎特別支援学校の場合…現在お住いの市町村、または都道府県の教育委員会へご相談ください。
【お問合せ先】
高校への転入学
宮城県高校教育課
特別支援学校への転入学・入学者選抜

☎022-211-3624
宮城県特別支援教育室
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☎022-211-3647

福島県より/住宅①

◆◇福島県内へ住宅を建てたいとお考えの方へ
福島県が工務店・設計業者探しをお手伝いします◇◆

福島県では、東日本大震災による被災者及び原子力災害により避難を余儀なくされた方々の住宅
再建を支援するため、「福島県地域型復興住宅マッチングサポート制度」を創設し、工務店や設
計者を紹介する窓口を開設しています。「家を建てたいけど、工務店や設計者が見つからない」
という方は、一度ご相談ください。なお、当センターでも資料をお配りしています。

【福島県地域型復興住宅マッチングサポート制度 お問合せ先】
福島県地域型復興住宅推進協議会
事務局（一社）福島県建築士事務所協会
☎024-521-4033
福島市五月町4-25
または

福島県住宅マッチング

福島県より/住宅②

福島県建設センター５F

で検索

◆◇福島県内で賃貸住宅を探したい方へ
福島県が相談窓口をご紹介します◇◆

福島県では、福島県内の民間賃貸住宅をお探しの方へ、相談窓口をご紹介しています。帰還に際
して賃貸物件をお探しの方も、どうぞご利用ください。

【ご相談・お問合せ先】 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会（福島宅建協会）
◎郡山………☎024-933-5323
◎福島………☎024-531-7966
◎いわき……☎0246-23-2426
◎会津若松…☎0242-26-4666
◎相双………☎0244-23-4631
◎白河………☎0248-24-1331

さとカフェ

郡山市長者1-3-7 福島県ハトマーク会館
福島市野田町6-3-3 福島県不動産会館
いわき市平字童子町4-18 いわき建設会館３F
会津若松市徒之町2-29
南相馬市原町区南町1-1 松本ビル
白河市道場小路96-5 白河商工会議所２F

◆◇さとカフェ「クリスマススペシャル☆」開催◇◆

さとカフェ❤オープン時間❤

午前10:00～午後３:00

☆12月10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スペシャル同時開催
セミナー＆個別相談（午後1:00～4:00）※予約優先

☆12月11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！

☆12月17日（木)

・・・・・ドリンクバー（おかわり自由です）
福島県相談窓口開設日（午後1:30～4:00）

☆12月23日（水祝) ・・・・・さとカフェ☆クリスマススペシャル
クリスマスメニューでお待ちしております♪

-2/4-

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①～開催（再掲）◇◆

震災から４年8か月が経過し、帰還を決められた方、またさまざまな理由で迷っておられる方へ、
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回すべてや、
ご都合に合う回のみなど、参加の仕方は自由です。帰還後の気になることについて、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）で意見交換しませんか？
帰福ママ情報交換会シリーズ（その①）
☆12月２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
☆内容：①避難ママの体験談「帰福後のふくしま生活」
②テーマトーク「食」「子育て」「人間関係」
みなさまの気になることについて意見交換
③ランチタイムもトークタイム ※軽食つき

帰福ママ情報交換会の後は
12/2 午後１:20～
福島市相談窓口にてミニ説明会

☆託児はありませんが、お子さまとご一緒の参加を希望
される方はご相談ください。
☆申込み：11/29（日）〆切（電話申込OK）

【帰福ママ情報交換会シリーズ】
☆その②…1/21（木）開催
☆その③…３月上旬（予定）

「除染・食品に関する福島市の取組み」

12/10（木）
午後1:00～「ふくしま就職相談会」
午後1:30～「福島県相談窓口/毎週木曜」
も、ぜひご利用ください。

②③内容：たっぷり「テーマトーク」

訂正とお詫び

福島市より

前号に掲載の「帰福ママ情報交換会」
および、「福島市ミニ説明会」の開始時間が、若干変更になりました。
今号掲載分が変更後の時間帯です。訂正してお詫び申し上げます。

◆◇ミニ説明会 「除染・食品に関する福島市の取組み」 開催します◇◆

福島市相談窓口では、福島市職員による「除染・食品に関する福島市の取組み」に関
するミニ説明会を開催します。除染の進捗状況、食品、学校給食などについてご説明
および質疑応答をいたします。「帰福ママ情報交換会」参加や、医療費申請のついで
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。

【ミニ説明会】「除染・食品に関する福島市の取組み」・質疑応答
☆12月２日（水）午後１:20～ 山形市避難者交流支援センターにて

◆◇福島市相談窓口の開設日が変わります（再掲）◇◆
12月より、山形市避難者交流支援センター内に開設の「福島市相談窓口」は
開設日が毎週水曜日から、第1・３水曜日に変更になります。ご了承ください。

さとカフェ同時開催

福島県より/就労

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 「応募書類の書き方」 開催 ～◇◆

12月は「帰福ママ情報交換会」に連動して、就活セミナー付きの拡大版で開催します。履歴書
や職務経歴書の書き方、「手書き？PC打ち？」などの最新情報をお伝えします。「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。お気軽にお越しください。
☆12月10日（木） ①午後１:00～２:00「応募書類の書き方セミナー」
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
☆予約優先制・当日申込もＯＫ
☆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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【相談会・今後の予定】
1/14（木）午後1:00～4:00
就活セミナー＆個別相談会

健康

協力：山形県看護協会

◆◇まちの保健室 カラダとココロ、お元気ですか？◇◆

「まちの保健室」では、健康な時も、調子が出ないときも“からだとこころ”の様々な気がかり
に看護師が対応いたします。日頃の健康管理に、ぜひ一度ご利用ください。
☆12月11日（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…血圧・体組成計による測定など
②健康相談…看護師さんが日頃の体調についてお伺いします
③ハンドマッサージでリラックス
④看護の仕事に関する相談
※体組成計をご利用の際は、裸足になれる服装でお越しください

12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☆
12/ 水 帰福ママ情報交換会 （10：30～13：00）
2

帰福ママの体験談「帰福後のふくしま生活」
気になるアレコレについて「テーマトーク」
申込：11/29〆切 ※軽食つき

日 だがしや楽校 （10：30～12：30）
クリスマス屋台がいっぱい！
申込不要・当日受付
10 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
6

ふくしま就職相談会SP （13:00～16:00）
「応募書類の書き方」セミナー＆個別相談

交流会
◆◇12月のだがしや楽校は
クリスマス屋台がいっぱい◇◆
もうすぐクリスマス！だがしや楽校もクリスマス屋
台が勢ぞろいです。お部屋のインテリアとして、家
族へのプレゼントとして、手作りのクリスマスグッ
ズを暮らしのアクセントにしてみませんか？

☆12月６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

福島県内での就職に関する相談窓口開設
予約優先 当日受付も可
11 金

さとカフェ （10：00～15：00）

✿自然素材のクリスマスリース
✿キラキラ☆まつぼっくりツリー
✿初登場☆スノードーム

☆申込み不要。直接会場へお越しください。

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 （10:30～12:30）
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
17 木

※お気軽にお立ち寄りください

さとカフェ （10：00～15：00）

あったかドリンクおかわり自由♪
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
23 水 さとカフェ❤クリスマススペシャル（10：00～15：00）
祝
あったかドリンク＆クリスマススイーツ
ハンド＆ヘッドマッサージ（10:30～12:30)
申込不要 ※お気軽にお立ち寄りください
27 日 大掃除・床のワックスがけ

センターからのお知らせ
次回は12月10日発行予定です

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

隣の第2会議室にて仮営業いたします
28 月
～ ～

年末年始休業

1/4 月

1/５より、通常通り開館します

☆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
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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