
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２６年２月発行 
浪江町役場生活支援課 山形駐在 
復興支援員 佐藤，小松原，渡邊 

TEL： ０８０-６２９４-５９８３ 
FAX： ０２３-６７４-０８０８ 

山形では食べる機会がぐっと減ってしまった、 

『ほっき飯』を久々に皆さんで一緒に作って味わいま

せんか?? 

今回は、山形で食や栄養に関する講話、料理教室、 

食事介助等の教室を行っている「一般社団法人 ゆに

しあ」の方を講師にお招きして『山形の郷土料理』も

一緒に作ります♪ 

この機会に山形の郷土料理を覚えて、ご家族に振る

舞ってみませんか？調理中には、料理や栄養につい

て、ためになるお話がきけるかも…!? 

「料理は苦手だわ～」という方は、見学や、談話ｽ

ﾍﾟｰｽにておしゃべりを楽しんでも OK♪ 

そして、ちょっぴり早いのですが『ひなまつりの 

お祝い』ということで、お子さんみ～んなでケーキ 

のデコレーションをします♪女の子も男の子も仲良 

く一緒に飾り付けをしましょ～!! 

皆さんのお越しを心よりお待ちしております!! 

○相談できること 

 宅地建物の賠償額の見方や算定の方法について 

 宅地建物の「現地評価」の実施について 

○対象者 

避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区

域に宅地、建物を所有する個人の方で、東京電力から

「請求書②」が手元に届いた方。 

○相談料 無料 

○相談時間 30 分（13 時～16 時 25 分の間に実施） 

○申込 事前予約制 電話 024-523-1501 

(原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口) 

受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分(平日) 

○持ち物 

【必須】東京電力が配布する 

「賠償金ご請求書②」(個人)一式 

【できるだけ】写真、建築図面、工事請負書 等 

 

○開催地等 

福島市   2 月 6 日(木)、2 月 20 日（木） 

(福島県青少年会館 第 2 研修室) 

郡山市   2 月 10 日(月)、2 月 28 日(金) 

(福島県郡山合同庁舎本庁舎 3 階 第１会議室) 

会津若松市 2 月 19 日(水) 

          (大熊町役場会津若松出張所 第 2 会議室) 

  南相馬市  2 月 4 日(火) 

       (福島県南相馬合同庁舎 南庁舎４０１会議室) 

いわき市  2 月 13 日(木)、3 月 4 日(火) 

(福島県いわき合同庁舎 南分庁舎３階大会議室) 

2 月 26 日(水) 

(福島県いわき合同庁舎 南分庁舎３階中会議室) 

(注)不動産鑑定士が、評価額を算定したり、賠償額を示した

りするものではありません。 

(詳しくは、福島県ＨＰ[http://wwwcms.pref.fukushima.jp]

「東日本大震災関連情報」をご覧ください。) 

 

『なみえ・やまがたの郷土料理＆ひなまつり会』  

 
○日時 ２月２3 日（日） 

午前 10：00～午後 2：00 頃 

○場所 霞城公民館（山形市城西町二丁目 2－15） 

    山形駅から約１.1km、駐車場有り 

○内容 浪江・山形の郷土料理づくり、ひなまつり等      

○定員 15 名～20 名程度(先着順) 

（お子さんは定員数には含みません） 

○持ち物 エプロン、三角布、手拭きタオル 

○申込方法 

  同封したはがきに、名前、住所、参加人数(大人・子

ども)を明記の上、2 月 13 日(木)までにご返送くださ

い。なお、電話、FAX でも受付いたします。 

（準備の都合上、事前申込みをお願いします。） 

○申込・問い合わせ先 

 住所 〒990-0828 

    山形市双葉町 2-4-38-3F 

    山形の公益活動を応援する会 アミル内 

     浪江町役場山形駐在 復興支援員 

  電話  080-6294-5983 

  FAX   023-674-0808 

 ＊ご自慢のお漬物など持ち寄りも大歓迎で～す♪♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浪江町役場生活支援課山形駐在 復興支援員 

〒９９０－０８２８ 

山形市双葉町２-４-３８－３F 山形の公益活動を応援する会・アミル事務所内 

ＴＥＬ：０８０－６２９４－５９８３ ＦＡＸ：０２３－６７４－０８０８（アミル内） 

■ブログ：http://namieyama.wordpress.com/ 

浪江町ホームページ“浪江町復興支援員ブログ（山形県）”からご覧になれます。 

【編集後記】 

 新しい年を迎え、早いものでもう１か月が経過しようとし

ております。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

旧年中は、大変お世話になりありがとうございました。皆

様の様々な「今の思い」をうかがえたこと、心より感謝して

おります。本年もまた皆さんにお会いできるのを楽しみにし

ております。どうぞ宜しくお願いいたします♪♪ 

 お正月料理と言えば、いかにんじんに、おせちに、お雑煮

…。今年も作ってはみたものの、母や祖母の味のようにはな

りません…(泣)料理に込める家族への愛情の違いか?それと

も人生経験の違い？…いずれにせよ、まだまだ修行が足りな

いようです…(笑) 

 山形県は、芋煮の味や具材が内陸地方と庄内地方とで違う

のは有名ですが、お雑煮も違うのをご存じですか?? 

内陸のお雑煮は、福島と大きくは変わらないようですが、庄

内地方のお雑煮は、東北では珍しい『丸もち』。具材は、芋

がら、ワラビ、厚揚げ、岩のりなど、家庭によっては味噌味

のところも…。 

庄内地方は北前船の交流があった為、京文化の影響によ

り、丸もち文化が発達したと考えられるそうです。同じ県な

のに言葉や文化がこんなにも違うのも面白いですね～♪ 

【トータル・ジョブサポート酒田 開設のお知らせ 】 
県内企業に就職を希望する若者や県内避難者等の就職を

支援するワンストップ相談窓口が開設されました。 

 

○場所    酒田産業会館１階 異業種交流プラザ内 

    酒田市中町２丁目５－１０ 

○連絡先   電話  0234-21-0810  

ＦＡＸ 0234-22-9313 

○利用時間 月曜日～金曜日 10：00～18：00 

（祝日、年末年始を除く） 

○概要   以下の３つの機関の就労支援に、ハローワー

クの職業紹介機能を付加した相談窓口です。 

   ◆山形県若者就職支援センター庄内プラザ 

   ・就職支援（就職活動、応募書類の書き方、面接指導） 

   ・キャリアカウンセラー、産業カウンセラー、臨床心

理士による専門カウンセリング など 

   ◆庄内地域若者サポートステーション 

   ・働くことへの不安や悩みに対する、専門家による窓

口相談 

   ・働くことの気づきと自信を育てる職場体験 など 

   ◆山形県求職者総合支援センター 

   ・公営住宅に関する情報提供 

   ・生活福祉資金貸付制度などに関する相談 

   ・職業訓練や講習などの情報提供 など 

 

＊なお、山形テルサ 1 階ハローワークプラザやまがた内

(山形市双葉町 1-2-3、電話 023-608-2037)にも、ワ

ンストップ相談窓口「トータル・ジョブサポート山形」が

開設しております。お気軽にご利用ください。 

(平日 9：30～18：00、土曜日 10：00～17：00、 

祝日、年末年始を除く。) 

【 子どもの健康・子育て支援相談窓口について 】 

育児についての悩みや、お子さんの事で普段気 

になっていることなどお気軽にご相談ください。 

相談費用は無料、事前予約制です。 

 

〈申込・問い合わせ窓口〉 

◆村山保健所 子ども家庭支援課 保健支援担当 

 住所  山形市十日町 1-6-6 

電話  023-627-1203(直通) 

＊毎週水曜日 14：30～15：00(受付時間) 

＊要予約(前日までに電話等でお申込みください) 

＊内容:小児科医師による面接相談。託児あり。 

＊開催場所については、担当までお問い合わせ 

ください。 

＊保健師による電話や面接での相談も行っており

ます。 

 

◆置賜保健所 地域保健予防課 保健支援担当 

電話  0238-22-3205(直通) 

＊相談日  

2/17(月)午前 9 時～午後 12 時 

→置賜保健所会場(米沢市金池 3 丁目 1-26) 

3/10(月)午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分 

→置賜総合支庁西庁舎会場 

(長井市高野町 2-3-1） 

  ＊要予約(事前に電話でお申込みください。) 

＊内容:臨床心理士による個別相談 

  ＊保健師による相談は随時受付しております。 

【要介護者等への『避難生活等による精神的損害』の 

増額賠償の手続き開始のお知らせ】 

 東京電力では、要介護者等への避難生活等による精神的損

害の増額賠償の請求手続きを平成26年1月17日より開始

しました。 

◆対象となる方 

・要介護状態等のご事情をお持ちの方 

・恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方 

◆対象となる損害 

要介護状態等のご事情をお持ちであること、あるいは日

常生活を送るにあたり恒常的に介護が必要な方を介護し

ておられることにより、避難等によって被られた精神的苦

痛が増加したことに係る損害。 

◆書類の請求について 

請求書類の発送を希望される方は、「福島原子力補償相

談室(コールセンター)」までご連絡ください。 

◆問い合わせ先 福島原子力補償相談室(コールセンター) 

電話 0120-926-404(受付時間:午前 9 時～午後 9 時) 

(詳しくは、東京電力のホームページ内にある 

「原子力損害賠償について」をご覧ください。) 

http://namieyama.wordpress.com/

