
全国に避難されている
みなさんへ ――
東日本大震災、原発事故から4年半が経ちました。
時間の経過とともに福島に戻る決断をされる方が増えている中、
戻ってからの生活に不安を感じている方も多くいらっしゃいます。
『color』は、これまで相談室 toiro へ寄せられたご相談やお悩み、
想いをもとに、「不安」を少しでも和らげるお手伝いになれば…
という想いから作りました。

福島のお母さん・お父さんにアンケート！
～不安なこと・対処法・今のキモチ～

〈暮らす〉放射能測定、健康相談…etc.
〈食べる〉食の不安どうしてる？
〈集まり〉想いを話せる場
〈保養・体験活動〉

color 2015

編集後記

開設時間 毎週月・水・金 曜日 10：00 ～17：00
※祝祭日の場合はお休みとなります。

024-573-2731相談ダイヤル
※一度かけて頂きましたらこちらからかけ直します。
電話代のご心配なく、お気軽にお電話ください。

http://f-renpuku.org/toiro

相 談 派 遣
福島の情報が届きにくい県外避難されている方々
の会合などへ、福島の人を派遣して情報提供しま
す。「被災地の現状に詳しい人」「県外避難から帰
還したお母さん」など、ご要望に応じた適切な人
材をお連れします。お問い合わせください。

お悩みのこと、お困りのこと、福島の知
りたい情報などありましたらお電話くだ
さい。小さなことでも構いません。お気
軽にご相談ください。

※ご要望の内容により対応できない場合があります。
　ご了承ください。

〒960-8068　福島県福島市太田町4-8　メゾナ ルウェ V

ふくしまの今とつながる相談室 toiro

( 一般社団法人ふくしま連携復興センター内 )

電話・対面による ふくしまの今を伝
える人材の

この度は『color』をご覧いただきましてありが
とうございます。また、制作にあたりご協力いただ
きました皆様には心より御礼申し上げます。
2011年3月11日～東日本大震災、福島第一原発
事故は私たちに様々な影響をもたらしました。福
島県内にお住まいの方、全国に避難されている方、
それぞれに想いや考えは十人十色・・・。その中で
も、放射能に対する不安を抱えている方々の率直
なお気持ちを受け止め、受皿となりうる情報をお
伝えすることでお役に立てればと思いました。
私たちは、普段の生活の中で様々な選択をして
いくことになると思います。それぞれご自身のお
気持ちを大切にしながら、より良い選択をしてい

くための1つの材料として『color』をご活用いただ
けましたら幸いです。
今回掲載されている情報以外にも何か知りたい
ことやご相談等ございましたら、是非一度toiroま
でお電話下さい。全てのご相談・ご要望にはお応え
できないかもしれませんが、精一杯お手伝いをさ
せていただきます。
最後に、全国に避難されているみなさんも福島
県内にお住まいのみなさんも、場所や事情はそれ
ぞれ違っていても、共にみなさんが笑顔で暮らせ
ることを心からお祈りし、『受けとめること。認め
ること。寄り添うこと。』を大切に、toiroは今後も
活動を続けてまいります。



福島で暮らす
お母さん

福島に戻って来た
お母さん

福島県外で暮らす
お母さん

福島で暮らす

お父さんにも
聞きました！

福島に戻ってくる
きっかけは何でしたか

？ 福島のお母さんに聞きました！

金銭的にもう限界

母子避難も
残って頑張っているお父さんも
お互いに精神的負担が大き過ぎた

子供の進学
、進級

祖父母から
の

帰ってこい
コール

/親の病気
、介護

学校や幼稚
園生活の中

で、「子ども
のやりたい

気持ちと

親の心配す
る気持ち」ど

っちを取る
か、

常に天秤に
かけて判断

しなくてはな
らない

福島に戻ってきてどうですか？

どのように不安
を解消してます

か？

同じように避難から戻ってきた人と話したり、
支援団体とつながる

普段は放射線量が低い場所で子供を遊ばせたり、
休日は保養や県外に行く！

食べ物は
県外産ｏｒ

厳しい基
準で

独自検査
を実施し

ているもの

ペットボト
ルのお水

や浄水器
を使ったり

どうして同じように被災した人達同士が傷つけあうのか、一緒に頑張れないのか本当に残念な気持ち

皆が普通に生活していて、不安に思っている自分が間違っているのかと思ってしまう

放射線量をきちんと測って正しい情報を知り、むやみに怖がらない漠然とした情報に振り回されなくなってから、少しずつ解消はされてきましたしっかり測ってあるものを信用できるところで買っているので、今現在の不安はほぼありません

家族はやっぱり一緒が良い！

自分達や子ども達のためにと純粋に
頑張っている人達がいて、とても励まされた☆

福島に戻ってくるときの心配事は？

安心できる食べ物をどこで買ったら良いのかな…

お水はどうしようかな？

「避難＝逃げた」という負い目もあるし、
避難していたことに対する周りの目が気になる

人間関係

外遊び（屋外活動）は
どうしてるんだろう？ 子どもの健康、甲状腺のことが心配

幼稚園や学校の理解があるかどうか？先生の考え方や対応が心配

食べ物

放射能

自分の居場所が
あるかどうか

子供の就園・就学のこと

A1.震災直後、娘と妻を山形に避難させました。下の娘が
小さく妻が育休中だったので、すぐに避難ができました。一
般賃貸住宅を経て山形県の住宅支援を受けました。私はす
ぐに仕事を再開できたので山形から通っていました。娘が
小学校に入る１年前に福島の自宅に戻ってきました。震災
前は妻に子育てをまかせっきりでしたが、子どもと一緒の
時間も増え、ご飯を作ったりと家族一緒の時間が格段に増
えました。

A2.震災以降、国や県の発表、ニュースなども何が正しい
のか判断が難しく感じます。また、同じ市民の中でも、考え
方の違いで壁ができてしまったと感じることがあります。他
人の意見を否定せず、お互い認め合える関係でいたいと思
っています。

A3.子どもたちの健康に関して、今後どのような影響がで
るのかは不安があります。

A4.子どもと一緒にいる時間を大切にしています。どれだ
け子どもたちを笑わせることができるか、笑顔にできるかを
考えています。

Q1. 震災・原発事故後のご家族の状況は？

Q2. 震災・原発事故後、今の率直なお気持ちは？

Q3. 今、心配に思う事は？

Q4. 今の1番の楽しみは？

除染が終わってないけど大丈夫かな…

放射能に対する不安を話せる場があるだろうか？

新しい所に馴染めるかどうか

地産地消の給食
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2

郡山市富久山町久保田字古町21－1

随時
随時

koken_s_ray@yahoo.co.jp

http://blogs.yaho
o.co.jp/koken_s_

ray

「子どもを守る」ために、「オレが

やらなきゃダレがヤル!?（怒髪

天♪）」と、2011年5月から活

動を続けています。高圧洗浄機

を使わず特別な道具も技術も

要らない除染と、ホットスポット

ファインダーを使った空間放射

線量の測定とマップ作成をボ

ランティアで行なっています。

◇主な活動
＊空間放射線量測定

＊通学路除染

所

地域

営
休

1 3a！郡山
安全・安心・アクション in 郡山

スリーエー

郡山市桑野2－35－11 クリエートローレル101

10:00～16:00 木・土・日・祝

024－922－3367

aaa3akoriyama@yahoo.co.jp
http://aaa3a.jp/

◇無料健康相談会（毎月１回程度）◇無料法律相談会（毎月１回）◇座談会・講演会
◇お話しサロン
◇お父さん会
◇北海道野菜の共同購入など

◇無料健康相談会（毎月１回程度）◇無料法律相談会（毎月１回）◇座談会・講演会
◇お話しサロン
◇お父さん会
◇北海道野菜の共同購入など

郡山市を中心に主に県中地区
「子どもたちを放射能から守りたい」と、2011年6月に主婦6人で始めて、現在は160人超の会員がいます。ホットスポットファインダーを使った放射線量測定も無料で実施しています。（入会金・会費無料。）

◇主な活動
＊食品放射能検査
＊空間放射線量測定（ホットスポットファインダー他）（無料）＊ガラスバッジ貸出 （無料）＊保養の共催・仲介
＊自主被曝検査費用補助

食の情報

所

地域

営 休

☎

催

4

福島市南矢野目字夜梨4-1　CHANNEL SQUARE内

11:00～19:00 水
024－573－5697

info@fukushima-30year-project.org

http://fukushima-30year-project.org/

福島市

所

催

地域

営 休
☎

◇ふくしま くらす 交流会（月1回程度）
◇子ども向け放射線ワークショップ（年に数回）

場所： CHANNEL SQUARE他

◇ふくしま くらす 交流会（月1回程度）
◇子ども向け放射線ワークショップ（年に数回）

場所： CHANNEL SQUARE他

◇主な活動
＊食品測定
＊ホールボディカウンター測定
＊ホットスポットファインダーによる空間線量測定

NPO法人 ふくしま30年プロジェクト

放射能問題に対して『自ら測り、自ら考え、自ら判断
する』

をテーマに活動しています。
参加費：無料（開催内容によって資料代有り）

行健除染
ネットワーク
こうけん

郡山市を中心に主に
県中地区

放射能、健康、居場所、体験活動…etc.
普段の生活の中で、イロイロな不安をサポート
してくれる支援団体さんをご紹介！！
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3 認定NPO法人
いわき放射能市民測定室たらちね

いわき市小名浜花畑町11-3　カネマンビル3階

10:00～16:00 土・日・祝祭日

0246－92－2526

tarachine@bz04.plala.or.jp
たらちねＨＰ　http://www.iwakisokuteishitu.com/球美の里ＨＰ  http://www.kuminosato.com/　

数年後、数十年後にこの事故
による地域住民そして子ども
達の心と身体の健康被害が
少しでも減少するように、今
やるべきこと、今できることを
実行する測定機関を目指し、
日々活動しております。

専門家による講演会（年に数回）

福島県内など

◇主な活動
＊甲状腺検診(福島県内の出張検診も可)
＊年に数回の専門家による講演会
＊<沖縄・球美の里>子ども保養プロジェクト
　1～2カ月に1回ほど

所

地域

営 休
☎

催

5 認定ＮＰＯ法人
フロンティア南相馬

南相馬市原町区本町1-31 四ツ葉ビル1F
0244－22－3500

http://frontier-minamisoma.org/

場

☎

被災した故郷のために。
南相馬の再興に繋がるま
ちづくりの活動を。
震災の直後に個人ボラン
ティアの延長でNPO法人
を設立し、子ども支援、生
活支援、産業支援の3つを
柱として地域に密着した
活動を続けています。

10：00～18：00 土・日・祝
frontier.minamisoma@gmail.com

営 休

◇主な活動
＊子ども達と保護者を対象とした体験活動（教室）を実施（毎年夏・冬）
＊写真教室（6月）、写真展（12月）
＊水泳教室、健康推進体操、アクアビクス、
地域安全青色パトロール活動等

◇活動内容・こだわり ・より安全で安心なお野菜などの頒布会、共同購入会を開催しています。 ・利益を目的としていないので、仕入れ値で提供しています。
【頒布会】
毎週火曜日に西日本産野菜の頒布会を開催。どなたでもお買いいただけます。【共同購入会】
毎月１回、北海道の野菜、果物、お米、牛乳、味噌などの共同購入会を開催。会員向けです。（入会金・会費無料。）



024－922－3367

詳細情報は4ページ　  ヘ▶

http://aaa3a.jp/
☎

郡山市桑野2－35－11 クリエートローレル101所
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スリーエー

1

FORMI INO CAFE

024－933－1670

http://id6.fm-p.jp/503/inocafe/?guid=on

◇活動内容・こだわり
食の安全を考えこだわった食材で作るプレートメ
ニューや1食30品目摂取を目標にし雑穀米を使
用。他にもこだわったブレンド珈琲やドリンクを提
供。様々な情報発信しながら人と人とのコミュニ
ケーションの場としても活用。（座談会・学習会・講
習会等）
カフェライブも不定期で開催。

☎

◇料金目安
ランチ ￥1000
ブレンド珈琲 ￥630

7

11:00～19:00(日～木)
11:00～22:00(金、土) 火

郡山市朝日町2-3-38鈴木ビル3F

営 休

所

自然食品とみや

024－939－7555

http://www.tomiya-kura.co.jp/

◇活動内容・こだわり
自然の恵みを伝統の手法で作り上げた本物。
どなた様にも安心してお使い頂ける品々を揃えてい
るお店です。平成3年開店時からの変わらぬコンセプ
トで、現代の悩みに応えて癌、アトピー、鬱等の方々の
ご相談も受けています。
【イベント他】
・健康生活グループゆうあい（入会費：年間￥1000）
・料理教室（￥1000～￥2000）
・健康講演会、勉強会、お試し会等

☎
9:00～19:00 お正月

郡山市開成2-4-15

営 休

所

10

げんき菜農園

024－572－6588

facebook　「げんき菜農園」で検索

◇活動内容・こだわり
青森県産の食材を使い、安心安全をモットーにお料
理を提供させていただき、子供達に元気で健やかに
育ってほしいという想いから、多種のイベントも行
い、また、皆さんにも自由にお使いいただければと考
えております。
【イベント】
福島の食を考える会/ママ友雑談会/
親子で楽しむイベント等
参加費：無料（食事・ドリンク類は有料）

☎
11:00～14:00
17:00～20:00 不定休

福島市町庭坂字内町32-1

営 休

所

13

認定NPO法人いわき放射能
市民測定室たらちね

☎
営

8

有限会社あんぜんなたべものや

024－523－2237

facebook　「あんぜんなたべものや」で検索

◇活動内容・こだわり
【取扱品目】
・無農薬・無化学肥料の野菜
・無添加調味料・菓子
・アレルギー対策の食品とスキンケア商品他
・こだわりの国産ワイン・日本酒etc.　
【共同購入会】
野菜や卵、お豆腐、豚肉、海産物、冷凍食品等お店にお
いていない商品も購入できます。（宅配あり・要入会）
【イベント】
・産地見学会
・料理教室
・各種勉強会等

☎
10:00～19:00 日祝・夏季休暇・年末年始

福島市仲間町３－１８

営 休

所

11

Wendyいわき

080－1810－4371

http://www.to-ho-net.co.jp/wendy/

◇活動内容・こだわり
お子さまの内部被曝を心配されるお母さまを中心
に、無農薬、減農薬にもこだわっている西日本（主に
岡山県・広島県）からのお野菜を販売。予約なしで、
どなたでもご利用になれます。

☎

◇料金目安
野菜購入時は、入会金・予約不要

毎週火曜日10：00～13：00（時間外も応相談）

いわき市平字正内町45-6

営

所

14

生活協同組合
あいコープふくしま

024－956－0011

http://icoop-fukushima.jp/index.php

◇活動内容・こだわり
生活食材の個人宅配をしています。
農産物は、宮城、山形、福島県産を中心に、国内
産に限定。健康と地域環境に負担が多い農薬、
食品添加物、放射能等について厳しい基準で対
処しています。

☎

◇料金目安　※組合員になるには出資金￥1000

12

月～金まで週一回配達 土・日

郡山市安積町日出山１－１１０－１

営 休

所

銀河のほとり

0248－73－0331

http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/

◇活動内容・こだわり
心と体と地球のための穀物菜食レストラン～銀河
のほとり～1998
店内にＣＲＭＳ市民放射能測定所も併設。
おいしく たのしく 心地良く ちょっとあやしい放射
能対策など実践中です。

☎

◇料金目安
まかない定食　￥500～

6

11：30～14：00
14：00～18：00（月～金）
貸切のときや、盆暮れ正月

須賀川市滑川字東町327-1

営

休

所

食
べ
る

毎週月曜日

http://www.iwakisokuteishitu.com/

0246－92－2526　

◇活動内容・こだわり
広島の無農薬・有機野菜と有精卵の販売をしてい
ます。（金曜までに電話にて要予約）
◇料金目安
・お野菜セット￥1600～￥1900程度
 （季節のお野菜10種類位）
・有精卵1パック￥350

子
ど
も
が
口
に
す
る
も
の
、
毎
日
摂
取
す
る
も
の
だ

か
ら
こ
そ
心
配…

。

福
島
で
暮
ら
す
お
母
さ
ん
に
、
実
際
に
ど
ん
な
と
こ

ろ
で
食
材
を
手
に
入
れ
て
い
る
か
お
聞
き
し
ま
し
た
。

いわき市小名浜花畑町11-3　カネマンビル3階所
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NPO Earth Angels

070－5625－0409　　070－5624－9196
npo.earth.angels@gmail.com

http://ameblo.jp/earth-angels130115

福島・二本松・郡山

Earth Angelsは＜どこにいても子どもの幸せを
願う親の気持ちは同じである＞・＜自分（あなた）
自身の幸せの形を具現化して大切にして欲しい
＞という想いを持っています。またみんなでルー
ル（批判しない・認め合う・受け入れる）を守り、
各々が周りに目を向け、互いの孤立を防ぎなが
ら活動しています。参加費は有料の場合あり。

☎◇主な活動
＊安心して話せる交流活動・情報提供
＊野菜の共同購入
＊色々なワークショップ

Mom's café（年10回）（３ヶ所の地区で行います）Mom's café（年10回）（３ヶ所の地区で行います）催

15
地域

NPO法人ふくしまＧｒｅｅｎ ｓｐａｃｅ

070－5095－9188

npo_green_space@yahoo.co.jp

平日9:00～18:00
(休日も電話のみ対応可能） 土・日

http://www.hukugreen.co.in

福島市・伊達市

子どもが安心して触れられる緑地環境を取り戻
すことを目標に活動しています。

☎
◇主な活動
＊子どもが触れたくなるような自然物・・・木の実・ 
木の幹・植物・土壌などの放射性物質汚染の情                                                    

　報発信
＊子育てには自然と親しむことが重要だと考え、触           
　れて安全なものには触れて遊べるようなイベント 
　の開催
＊必要な自然物の除染について、具体的な除染方
　法の提案や要望書の提出等、行政への働きかけ
　（桜の木の樹皮除染や除染畑作りなど）

第2回かぼちゃランタン祭りｉｎアンナガーデン（福島市内）
10/31(土）～11/1（日）
参加費：200円（詳細の変更あり）

第2回かぼちゃランタン祭りｉｎアンナガーデン（福島市内）
10/31(土）～11/1（日）
参加費：200円（詳細の変更あり）

地域

営 休

催

16

小国からの咲顔

090－6682－8269

伊達市霊山町下小国字稲場83-1

ogunikara.egao.info@gmail.com

http://www.ogunikara.org/

福島市・伊達市

設立当初よりキッズキャンプの送り出しを行って
います。また、岡山を中心とした県外からのお野
菜を会員に配ったり、福島で暮らすお母さん達
の、意識向上を図るための学びやリフレシュでき
るためのママサロンを定期的に開催しています。

☎

・ママサロン（月に2～3回）
※開催場所や内容等はその都度違うので、
　Facebookをチェックorお問い合わせください。

・ママサロン（月に2～3回）
※開催場所や内容等はその都度違うので、
　Facebookをチェックorお問い合わせください。

所

地域

催

17ままカフェ
(運営：ふくしま子ども支援センター)

024－573－0150

お問い合わせ先

info-ccscd@beans-fukushima.or.jp

http://ccscd.beans-fukushima.or.jp/

ふくしまに戻った時に、様々な不安や悩みを安心
して話せる場所があったらいいなをカタチにしま
した。ままカフェは、避難先から戻ってきたママの
ための居場所です。いろいろな思いを安心して話
せる場所です。
　  ＠ふくしま（毎月第4金曜日）
　  ＠こおりやま（毎月第2木曜日）
　  ＠しらかわ（毎月第2水曜日）
　  ＠みなみそうま（毎月第3金曜日）
　  ＠いわき（毎月第4火曜日）
　  ※会場・日時はHPをご覧ください。

☎

みんなの家＠ふくしま
（ＮＰＯ法人ビーンズふくしま）

024－572－4690

http://f-minnanoie.jimdo.com/お問い合わせ/

http://f-minnanoie.jimdo.com

みんなの家＠ふくしまは、子育て中の親子や子ど
も、若者、そして、地域の大人が集う多世代のコ
ミュニティハウスです。それぞれの立場や思いを
尊重して、認め合いながら緩やかに繋がっていけ
る居場所です。親子だけではなく、地域や若者を
巻き込んだイベントも多彩です。

☎
・ままカフェmini→避難先から戻ってきた親子の
　　　　　　　　情報交換、グループトーク
・家族が避難している父親や家族が避難先から
 戻ってきた父親、自身が避難経験があるなどの父 
 親を中心とした集い
・小学生、中高生の子どもを持つ母親の情報交換、
 グループトークなど

・ままカフェmini→避難先から戻ってきた親子の
　　　　　　　　情報交換、グループトーク
・家族が避難している父親や家族が避難先から
 戻ってきた父親、自身が避難経験があるなどの父 
 親を中心とした集い
・小学生、中高生の子どもを持つ母親の情報交換、
 グループトークなど

10:00～16:00 土・日・祝・毎月最終火曜

平日　11：00～22：00
土曜日10：00～22：00
日祝日10：00～20：00

水

福島市笹谷字清水14－12

hand to hand project kawamata
～小手郷～

090－7665－7269
hand.to.hand.project.kawamata
@gmail.ｃｏｍ
http://hand-to-hand-project-
kawamata.jimdo.com/

川俣町近郊

避難を余儀なくされている方々、そして迎え入れ
同居状態の町の中ではたくさんの日常が溢れか
えっています。複雑化する個々の悩みを否定する
ことなくいつでも言い合える居場所を作り、小さ
な声にみみを傾けることを目標にしています。

☎

・北海道野菜の共同購入
・茶話会
・川俣町内スタディツアー＆情報交換会
・地域間＆世代間交流

・北海道野菜の共同購入
・茶話会
・川俣町内スタディツアー＆情報交換会
・地域間＆世代間交流

一般社団法人F-WORLD  
CHANNEL SQUARE

024－572－5612
福島市南矢野目字夜梨4-1

info@channelsquare.jp
https://www.facebook.com/channelsquare.9608035

福島市内を中心に福島から全国まで

子供が夢を持ち、大人たちがこどもをサポート
し、年齢を問わずアクティブスポーツで遊び・楽し
み・学び・人と人が繋がる複合型のインドアコミュ
ニティスペースです。東京を拠点としたWEIRD 
CAFEを併設しています。フリースペースを活用
した様々なワークショップの実施やNPO法人ふ
くしま30年プロジェクトと連携し交流会等も展
開しています。

☎
・木工細工・ヨガなど
・ミュージックライブ（不定期）
・スケートボード、スラックライン、ボルダリングなど     
 （初級者無料レッスン会有り）
・スキー場での雪山体験やスノーボードレッスン会

・木工細工・ヨガなど
・ミュージックライブ（不定期）
・スケートボード、スラックライン、ボルダリングなど     
 （初級者無料レッスン会有り）
・スキー場での雪山体験やスノーボードレッスン会

催

営 休

営 休

所
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地域

催

所
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催
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e
結ネット （県外での交流会情報等）
yuinet.beans-fukushima.or.jp/
結ネット （県外での交流会情報等）
yuinet.beans-fukushima.or.jp/
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◇主な活動
＊居場所づくり
＊311受入全国協議会との連携・運営協力
＊外部協力団体へのイベント運営協力・会場貸出
＊応援団体・企業との地域間交流・官民学NPOの方々との交流

生活協同組合あいコープふくしま

024－956－0011

icoop-fukushima@ia1.itkeeper.ne.jp

9:00～18:00 土・日

http://icoop-fukushima.jp/index.php

組合員参加交流スタイルで、柱は食材の調理や生産者（地）交流
です。放射能については、商品はもとより「家庭菜園、もらいもの」
の測定と体の内部被曝量測定を自前で実施し、「測って安心、測
って対処」でこの福島で暮らす力になっていると考えます。

中通り地域の都市部中心で、福島市、二本松市、本宮市、郡山
市、須賀川市（岩瀬を含む）、鏡石町、石川郡など

☎

◇主な活動
＊交流会等  ＊ＷＢＣ測定  ＊食品放射能検査  ＊放射能おしゃべりカフェ ・生協食材の調理交流、生産者を囲む会など

 （地区別に月1回）
・生産者訪問ツアー、フルーツ摘み体験、農業体験、
 収穫祭など
・あいコープまつり
 11/29（日）ビッグパレットにて

・生協食材の調理交流、生産者を囲む会など
 （地区別に月1回）
・生産者訪問ツアー、フルーツ摘み体験、農業体験、
 収穫祭など
・あいコープまつり
 11/29（日）ビッグパレットにて

npo百笑屋敷　銀河のほとり

0248－73－0331

hotorinoarima@yahoo.co.jp

11：30～16：00（月～金）
11：30～14：00（土、 日）

http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/

須賀川市・郡山市周辺

食と自然療法を基本においしく　愉しく　心地良く
放射能対策や免疫力アップをみんなで学べる場所
つくりをしております。

☎
・npo百笑屋敷新聞の発行
・自然療法の手当て会など随時開催
・ＣＲＭＳ市民放射能測定所（銀河市民放射能測定所） 
 も併設

・npo百笑屋敷新聞の発行
・自然療法の手当て会など随時開催
・ＣＲＭＳ市民放射能測定所（銀河市民放射能測定所） 
 も併設

須賀川市滑川字東町327-1

かふぇぷらす郡山

024－933－1670
日～木 11:00～19:00
金・土 11:00～22:00 火

http://www.facebook.com/cpkoriyama

楽しいことや学びたいこと、人が
つながること等、小さな『プラス』
が生まれる発信しています。

☎

題名のない座談会（月1回）題名のない座談会（月1回）

郡山市朝日2-3-38鈴木ビル3Fイノカフェ内

郡山市安積町日出山１－１１０－１

NPO法人みんな共和国

0244－32－1153

37kyowakoku@gmail.com

11:00～16:00 月・火

みんな共和国　http://37kyouwakoku.com/
37カフェ　http://37cafepark.com/

子どもと、それを取り巻く子育て環境の改善。主
に子どもたちの遊びの中からの学びや子育て中
のママ、パパたちのストレス解消を目的とした活
動をしています。

南相馬市・近隣市町村

☎

詳細はＨＰをご覧ください。詳細はＨＰをご覧ください。

南相馬市原町区北原字境堀244-1

Wendyいわき

080－1810－4371

sodamahry2007@docomo.ne.jp
9:00～17:00 土・日・祝・お盆・年末年始

http://www.to-ho-net.co.jp/wendy/

いわき

☎◇主な活動
＊お友達同士・サークルにスペース開放
＊講師・スタッフによる各種教室の企画開催
＊お子さまの一時お預かり
＊情報紙の編集・発行
＊委託事業の運営協力・託児など
＊県内外支援者との連携による被災者支援

＊おしゃべり交流会（月１回/無料）
＊ままカフェ＠いわき
 （ふくまる・平コミュニティ会館にて交互開催、毎月第４火曜日）
＊おしごとCAFE for mama（無料/月１回/市内各所にて）

＊おしゃべり交流会（月１回/無料）
＊ままカフェ＠いわき
 （ふくまる・平コミュニティ会館にて交互開催、毎月第４火曜日）
＊おしごとCAFE for mama（無料/月１回/市内各所にて）

いわき市平字正内町45-6

NPO法人子育て支援コミュニティ
プチママン

024－983－1925
10:00～14:00 水・日・祝

http://www.petitmaman.jp

郡山市・近隣市町村

☎
◇主な活動
＊常設子育てひろば
＊育児サークル出張支援
＊託児付カルチャースクール事業
＊発達に不安がある幼児児童の支援

リトミック/ベビーマッサージ/親子英語/
お誕生会など
リトミック/ベビーマッサージ/親子英語/
お誕生会など

郡山市富田町大徳南2－23

はみんぐBird

郡山

避難経験を経て、福島に戻ったお母さんたちで始
めたサークルです。福島での子育てに葛藤も抱
える中、「わたしは、わたしに出来ることをしよ
う。」という思いを共有しながら、参加されたすべ
ての方が安心して自分らしく自由な心で楽しめ
る空間を大切に活動中です。
様々な選択や立場の違いを超えて共に歩んで行
ける為のお話会を対話形式で行っています。

・てとてと会（毎月第3木曜日 変更あり）
 １０：００～１２：００
 場所：郡山市内公民館
 参加費：￥300
 託児：1家族￥300
・不定期でお母さんの心がホッと♪ワクワク♪
 イキイキするワークショップを開催しています。
 ※どなたでもご参加いただけます。

・てとてと会（毎月第3木曜日 変更あり）
 １０：００～１２：００
 場所：郡山市内公民館
 参加費：￥300
 託児：1家族￥300
・不定期でお母さんの心がホッと♪ワクワク♪
 イキイキするワークショップを開催しています。
 ※どなたでもご参加いただけます。

郡山地域

営 休

催

地域

営 催

所
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所
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地域

営 休
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所

NPO法人しらかわ市民活動支援会
おひさまひろば

0248－27－2090

ohisama@e-piazza.net

10:00～16:00 毎月第一水曜日
カレンダーの赤い日

おひさまひろばは4歳未満のお子さんとその家族
がいつでも気軽に立ち寄れる場所です。親子で
一緒に遊べるスペース、子育て相談、親子の交流
などが出来る広場です。いつ来ても、いつ帰って
も、予約の必要もありません。是非一度遊びに来
てくださいね。

☎

月1回のプログラム
・すくすくの日（保健師による発育相談）
・ぽかぽかの日（助産師によるおしゃべりタイム）
・お誕生会、パパパの日、双子ちゃんデー
・ままカフェ＠しらかわ
隔月のプログラム
・はははの日
 （歯科衛生士によるお口の中の相談日）など

月1回のプログラム
・すくすくの日（保健師による発育相談）
・ぽかぽかの日（助産師によるおしゃべりタイム）
・お誕生会、パパパの日、双子ちゃんデー
・ままカフェ＠しらかわ
隔月のプログラム
・はははの日
 （歯科衛生士によるお口の中の相談日）など

白河市本町2  マイタウン白河2F
※H27．10～H28までマイタウン白河リニューアル為移転
移転先 ： 白河市昭和町69番地13
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催
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311受入全国協議会

☎
所

33

子どもが自然と遊ぶ楽校ネット
（事務局）

0242－85－6795
info@terakoyahoujyousha.com

http://www.kodomo-gakkounet.com/

各団体の専門性を活かした自然体験を中心とす
る体験型プログラムを経験することにより、子ど
もたちの自発的な遊びを引出すとともに、新たな
気づきを促し、心身の健全な成長につなげ、未来
の担い手であるふくしまの子どもたちの「生き抜
く力」を向上させることを目的としています。

【連携団体】
・NPO法人あぶくまエヌエスネット 
・NPO法人いいざかサポーターズクラブ 
・NPO法人移動保育プロジェクト 
・NPO法人いわきの森に親しむ会
・NPO法人エイ・アール・エス
・NPO法人こどもの森ネットワーク
・NPO法人寺子屋方丈舎 
・ホールアース自然学校福島校 
・NPO法人森の遊学舎
・NPO法人りょうぜん里山がっこう

☎

30

会津若松市栄町２－１４　レオクラブガーデンスクエア５Ｆ
NPO法人 寺子屋方丈舎内

所

◇主な活動
＊自然体験を中心とする体験型プログラム
※各団体ＨＰをご覧ください。

◇主な活動
＊現地相談会　

＊保養のサポート

＊移住のサポート

原発事故被災地や、避難先地域で、全国の受入
団体（保養や移住）と当事者が直接お話出来る
相談会を定期的に開催。

全国の保養情報を集めたデータベースサイト「ほ
よーん相談会」（http://hoyou.isshin.cc/）の運営。

移住経験者が対応する移住相談窓口を設け、相談
者への情報共有と、移住ネットワークへの連結等。

＜相談窓口＞
電話：070-6615-2989 (早尾）
メール：311.iju@gmail.com

各団体ＨＰをご覧ください。
■2014年度実績
・プログラム参加延べ人数：1,585名
・人材育成プログラム参加延べ人数：70名

各団体ＨＰをご覧ください。
■2014年度実績
・プログラム参加延べ人数：1,585名
・人材育成プログラム参加延べ人数：70名

催

NPO法人移動保育プロジェクト

024－925－0245
idouhoiku.info@gmail.com
http://idouhoiku.com/
http://cococolorjr.jp/

070－6615－2989

http://www.311ukeire.net/

主に福島県内の未就学児を、週末に線量の低い
地域へ日帰りで移動して保育する『みんなで遠足
隊』、線量の低い湖南町での遊び場提供『冒険あ
そび場コナンの杜』を実施。平日は小学生に様々
な体験をしていただく、アフタースクールを開所。

震災後の原発事故による放射能被害に悩む人々
の問題をここで風化させず、支援を継続していく
ために、全国規模で草の根的な連携をしている
ネットワークです。全国６０団体が加盟。
（2015年7月4日現在）

☎

info@311ukeire.net

郡山市開成5－18－23　石井ビル201

山梨県甲府市屋形2－2－33

所

所

・『みんなで遠足隊』（毎週土曜日）
 参加費￥2,000円
 場所：冒険あそび場コナンの杜
　　  みちのく杜の湖畔公園
　　  沼尻高原ロッジ など
アフタースクールでも毎日イベント開催中です。
詳細はHP【http://cococolorjr.jp/】にて紹介
中です。

・『みんなで遠足隊』（毎週土曜日）
 参加費￥2,000円
 場所：冒険あそび場コナンの杜
　　  みちのく杜の湖畔公園
　　  沼尻高原ロッジ など
アフタースクールでも毎日イベント開催中です。
詳細はHP【http://cococolorjr.jp/】にて紹介
中です。

催

郡山市、福島市、宮城県地域
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特定非営利活動法人
青空保育たけの子

080－3347－7126
tae-elyzion@mbg.nifty.com
http://www.takenoko-aozora.org  

子どもも大人も「自然の中で幼児期に大切な五
感を磨き、その子らしさを大切にし、共に成長す
る」ことを理念にかかげ、幼児だけでなく、すべて
の子どもの自然体験活動を福島から米沢まで無
料送迎バスを運行し行っています。

☎
福島市鳥谷野字芝切41‐3所

・サテライト保育（月～金・月謝18000円～）
・親子サークルすくすくたけの子
 （第２、４水曜日・親子300円）
・たけの子農業体験教室
 （２歳以上１人300円親子500円）
・よねざわ冒険遊び場あそべんちゃランド
 （金土日・無料）
※ピザ釡使用料金
・１グループ２歳以上５人まで500円、１０人まで 
 1,000円、１１人以上１人100円加算（薪代別途）

・サテライト保育（月～金・月謝18000円～）
・親子サークルすくすくたけの子
 （第２、４水曜日・親子300円）
・たけの子農業体験教室
 （２歳以上１人300円親子500円）
・よねざわ冒険遊び場あそべんちゃランド
 （金土日・無料）
※ピザ釡使用料金
・１グループ２歳以上５人まで500円、１０人まで 
 1,000円、１１人以上１人100円加算（薪代別途）

催

山形県米沢市地域

31

保養
・体験活動

放射線の影響で外遊びの機会が減ってい
る福島県では、今やメジャーとなっている
保養・体験活動。
長期休暇や週末など、それぞれのご家庭に
合ったカタチで心も身体もリフレッシュ！！
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掲載している
団体とお店

3a！郡山 安全・安心・アクション in 郡山

行健除染ネットワーク

認定NPO法人いわき放射能市民測定室たらちね

NPO法人ふくしま30年プロジェクト

認定NPO法人フロンティア南相馬

銀河のほとり

FORMI INO CAFE

認定NPO法人いわき放射能市民測定室たらちね

3a！郡山 安全・安心・アクション in 郡山

自然食品とみや

有限会社 あんぜんなたべものや

生活協同組合 あいコープふくしま

げんき菜農園

Wendyいわき

NPO Earth Angels

NPO法人ふくしまGreen space

小国からの咲顔

ままカフェ
　  @ふくしま
　  @こおりやま
　  @しらかわ
　  @みなみそうま
　  @いわき

みんなの家＠ふくしま

一般社団法人F-WORLD CHANNEL SQUARE

hand to hand project kawamata ～小手郷～

はみんぐBird

かふぇぷらす郡山

npo百笑屋敷　銀河のほとり

Wendyいわき

生活協同組合あいコープふくしま

NPO法人子育て支援コミュニティ プチママン

NPO法人みんな共和国

NPO法人しらかわ市民活動支援会 おひさまひろば
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子どもが自然と遊ぶ楽校ネット （事務局）

特定非営利活動法人 青空保育たけの子

NPO法人移動保育プロジェクト

311受入全国協議会
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