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2017 年
10 月 1日

ふくしま交流会

＠ 豊橋

すいとん作りや
クラフトコーナーなど
内容盛りだくさん！

10 月 1 日、コープあいち豊橋生協会館（愛知県豊橋市）で、避難当
事者も含めた有志による「ふくしま交流会実行委員会主催（愛知県
被災者支援センター共催）」のふくしま交流会が開催され、関係者
を含めて 69 名が参加しました。今回はその模様をレポートします。
この日の交流会は 11 時からのスタートでしたが、会場には数時間前から避難さ
れている方と関係者の有志が集まり、昼食の準備を進めていました。メニューは、
すいとん、切昆布ごはん、漬物 etc …。メインのすいとんは味噌としょうゆの 2 種類
の味が用意され、開始前から美味しそうな香りを漂わせていました。
そのような中で交流会が始まり、参加者の自己紹介が終わったあとは、いよいよ
昼食の時間です。関係者を含めた総勢 70 名余りが 1 つのフロアに集い、みんなで同
じものを食べながら、大いに語らう。その一体感と各料理の美味しさも相まって、
会場は和やかな雰囲気に包まれました。
そして午後からは、本格的な相談・交流の時間。医師による簡易甲状腺エコー検
診や健康相談、専門家等への個別相談に加え、抹茶コーナー、ハーブティーコー
ナー、アロマハンドトリートメントなど、イベントブースもズラリと並びました。
参加された方々はそれらを楽しみ、運営側の関係者も避難されている方々との交流
を楽しむ。そこにいる全員が笑顔になるような、とても温かい交流会でした。

2017・2018 年

11･12･1

交流会・相談会情報

月

最寄の会場へお越しください。

日程、会場は変更になる場合があります。ご参加いただく際は、各地域の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

11/5
（日）

13：30
〜16：30

問い合わせ

新潟東映ホテル 朱鷺の間

（新潟県新潟市中央区弁天2-1-6）

茨城

新潟

2017

2017

11/9
（木）

福島県からの話題提供
（説明・意見交換）
、
交流
会、
相談会のほか、
クラフト体験コーナーなども
設けます。相談会では就職、法律、住居、生活な
ど、
専門分野に分かれて対応致します。
希望する
方には、
医師や臨床心理士、
精神保健福祉士へ
の相談も可能ですので、是非ご参加ください。
（新潟県主催の交流会と同時開催です）

10：00
〜12：00

新潟県精神保健福祉協会

TEL：0120-783-217
mail：fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp

徳島・香川・愛媛・高知

2017

2017

松山市総合コミュニティセンター
11/11 和室 1・2
（土）

12/2

10：00
〜12：00

13：30
〜15：30

（土）

（愛媛県松山市湊町7丁目5番地）

問い合わせ

11/11
（土）

10：00
〜15：00

問い合わせ

千葉

2017

12/2
（土）

10：00
〜15：00

問い合わせ

問い合わせ

特定非営利活動法人 えひめ311
TEL：089-993-8329 mail：ehime311@yahoo.co.jp

3.11からつながるみんなの家「まあや」

（宮崎県宮崎市柳丸町121-3
パストラル柳丸Ⅰ-101）

福島県職員による支援策の説明や個別相談、
福島県内から宮崎県内に避難している方たち
同士や支援者との交流会を行います。
九州のおいしい日本茶を用意してお待ちして
います。お気軽にお越しください。

富山・石川・福井

大分・宮崎・鹿児島

2017

みなさんが知りたい避難先・避難元の支援
情報の説明と、避難解除になった町の様子
や生活実態など今の福島をリアルに聞ける場
を設けます。また、個別相談室を用意してお
りますので、じっくりと相談できます。共に今
後のことを一緒に考えていきましょう。

復興応援イベント
「縁joy・東北2017」
開催
東北被災3県の物産販売、
支援団体・避難者さ
んの手作り品を販売するほか、
ステージ企画で
は郷土の伝統芸能などをにぎやかに披露しま
す。
また、
「暮らし・健康・住宅」
に対応した専門
家相談会を開催しますので、是非ご参加くださ
認定特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
TEL：080-5418-7286
mail：ftsoudan@npoclub.com

ワークプラザ勝田

（茨城県ひたちなか市東石川1279番地）
福島県職員による支援策の説明や個別相談、
専門家による法律相談、心のケアについての
お話しと、福島県から茨城県に避難している
方同士の交流会を予定しています。是非お気
軽にご参加ください。
茨城県内への避難者・支援者ネットワーク
ふうあいねっと
TEL：070-3182-4044
mail：fuai.soudan@gmail.com

11/19 TKP金沢 カンファレンスルーム6B
（日）

（石川県金沢市上堤町1-33 アパ金沢ビル）

13：30
〜16：00

福島県職員の方による、福島の現状と支援策
の説明と個別相談を行います。福島県内から
福井、石川、富山県に避難されている皆さん
と、応援者との交流カフェも行います。
石川県の棒茶と美味しい和菓子もご用意い
たします。気楽にお話ししましょう。お気軽に
ご参加ください。お待ちしております。

TEL：0985-25-2810
mail：askme@umitama.info

（千葉県千葉市美浜区豊砂1-1）

毎月第 2 木曜日に「ふうあいカフェ」を開催し
ています。ソーイングをしながら楽しくおしゃ
べりしませんか？ 毎回、自分のつくりたいも
のの材料などをお持ち下さい。おしゃべりだ
けでの参加も大歓迎です！ なお、会場・日
時は変更することもありますので、事前にお
問合せください。

2017

『うみがめのたまご』〜3.11ネットワーク〜

イオンモール幕張新都心
グランドスクエア

交流サルーンいばらき

（茨城県水戸市三の丸1-5-38
水戸市三の丸庁舎2階）

2017

12/24
（日）

10：00
〜14：00

問い合わせ

夕日寺県民自然園
（石川県金沢市夕日寺ハ116）
2011年からの恒例行事・クリスマス会&餅つ
きを開催します。午前中は皆さんと一緒に餅
つきをし、昼食は餅三昧と石川県の「めった
汁」を召し上がっていただきます。お正月用の
鏡餅も一緒に作りましょう。石川県だけでな
く、富山・福井県からの参加も是非お待ちし
ております。
一般社団法人 石川県災害ボランティア協会
TEL：0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
mail：fuku-shien@spacelan.ne.jp

岡山

2017
2018 年
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2017

11/26
（日）

10：00
〜14：00

月

交流会・相談会情報
日程、会場は変更になる場合があります。

ご参加いただく際は、各地域の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

久米ロッジ
（岡山県津山市神代1507-1）
ほっとめぐる交流会第1弾は津山。弁護士に
よるADRの個別相談のほか、ピザ窯での米粉
ピザづくり体験もできます。
この交流会は今後も県内各地での開催を予
定しています（１月：倉敷、2月：高梁）。これ
までは遠くてなかなか参加できなかったとい
う方も、お近くで開催する交流会へお気軽に
おいでください。

2017

島根・広島・山口

12/24 きらめきプラザ 301会議室

2017

11/25 グリーンズベイビー

（日）

（島根県松江市殿町204）

（土）

13：30
〜16：30

13：00
〜15：00

地元福島のお話をしたり、島根での暮らしの
お話をしたり、一緒にゆっくりおしゃべりしま
せんか？ 個別相談もお受けします。

2017

2018

11/26 やまぐち県民活動支援センター

1/28

（山口県山口市神田町1-80
パルトピアやまぐち2階）

（日）

13：30
〜16：00

（日）

13：00
〜15：00

地元福島のお話をしたり、山口での暮らしの
お話をしたり、一緒にゆっくりおしゃべりしま
せんか？ 弁護士による ADR などの情報提供
や個別相談もあります。
ひろしま避難者の会「アスチカ」

問い合わせ

問い合わせ

TEL：0120-24-2940
mail：fukushima.seikatsu.hir@gmail.com

かでる2・7 310会議室

1/20

（札幌市中央区北2条西7丁目）

（土）

福島県職員から支援策についての説明がある
ほか、
「北海道とふくしまをつなぐ」をテーマ
に以下の講演と意見交換を行います。
①一社）ブックシェアリング・荒井宏明氏「福
島県の読書環境はどうなっているの？」
②Gooddaymarket・佐藤宏美氏「福島でマル
シェを開催する理由」

14：00
〜16：30

問い合わせ

福岡・佐賀・長崎・熊本

北海道

2018

特定非営利活動法人 北海道NPOサポートセンター
TEL：011-200-0973
mail：info@hnposc.net

（岡山県岡山市北区南方2丁目13-1）

福島県からの情報のほか、岡山県や民間支
援団体からの情報提供と質疑応答の時間を
設けます。後半はハンドマッサージもある交
流の場。個別相談も受け付けます。また、午
前中はクリスマス会も開催しています。詳しく
はお気軽にお問い合わせください。

倉敷物語館 会議室
（岡山県倉敷市阿知2丁目23-18）
ほっとめぐる交流会第 2 弾は倉敷。美味しい
お茶菓子を用意してお待ちしております。ま
た、午前中は同じ会場で「子ども被災者支援
法」の学習会があります。詳しくはお問い合
わせください。
一般社団法人 ほっと岡山
TEL：0120-566-311
mail：hotokayama@gmail.com

2018

エイムアテイン会議室

（土）

（福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目25-24）

1/27
13：00
〜16：00

福島から九州に避難されている方を対象に
交流・相談会を行います。福島県より担当者
を迎え、新しい住宅支援の説明や情報交換、
個別相談のほか、昼食やお茶をしながら交
流を行います。お気軽にご参加ください。
被災者支援ふくおか市民ネットワーク

問い合わせ

TEL：092-409-3891
mail：info@snet-fukuoka.org

ラジオ番組「coconimoふくしま」
【毎週月曜18：35〜18：50】ふくしまFMにて放送中！
全国の拠点や避難されている方、県内の市民活動団体等へのインタビューをお届けしています。
番組ホームページのポッドキャ
ストから、
全国どこでも誰でも無料で過去の放送を聴くことができます。詳しくはふくしま FM の WEB サイトをご覧ください。

https://www.fmf.co.jp/pc/shien/

※番組は、夕方「RADIO GROOVE」内での放送です。

coconimoふくしま

検索

「〜ふくしまと避難先を結ぶ〜ふくしま結ネット」にも交流会・相談会情報を掲載しています。
『ふくしま結ネット』は福島県内外へ避難されている方と福島県を「情報」で「結ぶ」WEB サイトです。

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

運営：ふくしま子ども支援センター（NPO 法人ビーンズふくしま）

ふくしま結ネット

検索

全国の生活再建支援拠点(相談窓口)
北海道

特定非営利活動法人

北海道NPOサポートセンター

青森・岩手
秋田

北海道札幌市中央区南8条西2丁目5-74
市民活動プラザ星園201号
TEL 011-200-0973
mail soudanf@npo-hokkaido.org
相談日 来所/月・水・金 10：00〜18：00
/時間 電話・メール/月〜金 10：00〜18：00
住所

山形

山形の公益活動を応援する会・アミル

TEL
mail
相談日
/時間

山梨・長野
住所
TEL
mail

群馬県高崎市棟高町519

住所
TEL
mail
相談日
/時間

特定非営利活動法人

神奈川

医療ネットワーク支援センター
※面談でのご相談を希望される方ははあら
かじめご連絡いただき、お越しください。
昼 0120-978-885 （東京都社会福祉協議会）
夜 03-6911-0584 （医療ネットワーク支援センター）

soudan@medical-bank.org

住所

TEL
mail

埼玉県さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4-21
埼玉県勤労者福祉センター（ときわ会館）
1階
0120-60-7722
fukushima̲soudan@yahoo.co.jp
月〜金
9：00〜17：00
特定非営利活動法人

かながわ避難者と共にあゆむ会
神奈川県横浜市中区太田町4-47
コーワ太田町ビル7 階
※来所される際は、事前に必ずご連絡ください。

0120-122-884（携帯可）
ayumu.tomoni@gmail.com
相談日 来所/月〜金（祝祭日を除く）13：00 〜 17：00
/時間 電話 /月〜土 12：00 〜 19：00
一般社団法人

石川県災害ボランティア協会

055-274-7722
musubukai@ycca.jp

TEL
mail

0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
fuku-shien@spacelan.ne.jp

相談日 日・火・木・金・土
/時間 10：00〜12：00 / 15：00〜19：00

岐阜・三重

愛知県名古屋市中区三の丸3-2-1
愛知県東大手庁舎1階

認定特定非営利活動法人

レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）

住所

愛知県名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階
TEL 052-212-8155
mail fksm@rsy-nagoya.com
相談日 来所/ 月・水・木 10：00 〜18：00
/時間 電話・メール/月〜金（祝祭日を除く）10：00〜18：00

鳥 取

関西広域避難者支援センター
大阪府大阪市中央区谷町2丁目2-202F
市民活動スクエア「CANVAS谷町」
070-5346-9311 / 070-5269-9311
kansaihinan@gmail.com

とっとり震災支援連絡協議会

住所

鳥取県鳥取市若桜町31 カナイビル1F

TEL
mail

0857-22-7877
support@tottori-shien.org

相談日 月〜金（祝祭日を除く）
/時間 9：00〜18：00

徳島・香川

特定非営利活動法人

ひろしま避難者の会「アスチカ」 愛媛・高知 えひめ311

住所

広島県広島市西区三篠町2丁目15-5

TEL
mail

0120-24-2940
fukushima.seikatsu.hir@gmail.com

相談日 火・水・金
/時間 10：00〜16：00

大分・宮崎
鹿児島

福島県県外避難者相談センター

（受託団体：特定非営利活動法人
埼玉広域避難者支援センター）

石川県金沢市荒屋町イ7-5

相談日 月・火・金
/時間 10：00〜16：00

島根・広島
山口

ふうあいねっと

住所

052-954-6722
center@aichi-shien.net
相談日 月〜金（祝祭日を除く）
/時間 10：00 〜17：00

住所

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク

山梨県中央市若宮49-7

愛知県被災者支援センター

『うみがめのたまご』
〜3.11ネットワーク〜

住所

宮崎県宮崎市柳丸町121-3 パストラル柳丸Ⅰ-101

TEL
mail

0985-25-2810
askme@umitama.info

相談日 火・木・土・第1日曜日
/時間 10：00〜16：00

愛媛県松山市東一万町2第3森ビル1階
協働オフィス内
TEL 089-993-8329 / 070-5515-2217
mail ehime311@yahoo.co.jp
相談日 月〜金
/時間 10：00〜15：00
住所

沖縄

福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会

（受託団体：特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく）

沖縄県浦添市内間2-10-8
TEL 080-6498-6720
mail soudanoki@gmail.com
相談日 月〜土（祝祭日を除く）
/時間 10：00〜16：00
住所

宮城

福島県県外避難者相談センター
［宮城拠点］

（受託団体：一般社団法人みやぎ連携復興センター）
住所
TEL
mail
相談日
/時間

TEL
mail

富山・石川
福井

TEL
mail

大阪・兵庫
奈良・和歌山

住所

月〜金 9：30〜17：00（東京都社会福祉協議会）
月〜金 17：00〜20：30（医療ネットワーク支援センター）

相談日 月〜金（祝祭日を除く）
/時間 9:00〜17:00

愛知

018-829-2140
info2340@akita-partnership.jp

埼玉

ぐんま暮らし応援会

東日本大震災・山梨県内
避難者と支援者を結ぶ会

TEL
mail

茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学教育学部A棟413
TEL 070-3182-4044
mail fuai.soudan@gmail.com
相談日 火・水・木
/時間 9：30〜16：30

027-386-6560
kurashi-ouenkai@bb.wakwak.com
相談日 月〜金（祝祭日を除く）
/時間 9：00〜17：00

住所

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2

住所

TEL
mail

東京

住所

茨城

特定非営利活動法人

山形県山形市双葉町2-4-38 双葉中央ビル3階
TEL 023-674-0606
mail soudan@amill.org
相談日 来所/月・火・木 9：00〜17：00
/時間 電話・メール/月〜金 9：00〜17：00

住所

あきたパートナーシップ

相談日
/時間

住所

群馬

特定非営利活動法人

一覧

栃木
住所

宮城県仙台市青葉区本町3-1-17
やまふくビル3階
080-9259-7049
f-soudan@renpuku.org

認定特定非営利活動法人

とちぎボランティアネットワーク
栃木県宇都宮市塙田2-5-1共生ビル3階

028-622-0021
tvnet1995@ybb.ne.jp
相談日 火・水・金
/時間 10：00〜17：00
TEL
mail

千葉

福島県県外避難者相談センター（千葉）

（受託団体：認定特定非営利活動法人
ちば市民活動・市民事業サポートクラブ）

千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目159 -2
080-5418-7286
ftsoudan@npoclub.com
相談日 来所/ 月・火・水 10：00 〜17：00
電話・メール/ 月〜金 10：00 〜17：00
/時間
住所

TEL
mail

新潟

新潟県精神保健福祉協会

新潟県新潟市中央区上所2-2-3
新潟ユニゾンプラザハート館2階
TEL 0120-783-217
mail fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp
相談日 来所・電話/月・火・木 9：30〜16：30
/時間 電話のみ/水・金 18：00〜21：00
住所

静岡

福島県県外避難者相談センター「ここさこ」
（受託団体：静岡県臨床心理士会）

静岡県静岡市葵区田町1丁目70-1
静岡県青少年会館内
TEL
0120-42-2828 / 054-275-2828
mail
fukushima.katei@gmail.com
相談日 火・水・金
/時間 9：00 〜16：30
住所

滋賀・京都
住所

特定非営利活動法人

和（なごみ）

京都府京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10

075-353-5181
info@fucco-nagomi.com
相談日 月〜土 10：00〜17：00
/時間 （ご都合に合わせて面会可能）
TEL
mail

岡山
住所

一般社団法人

ほっと岡山
岡山県岡山市北区東古松1丁目14-24 コーポ錦1F

0120-566-311
hotokayama@gmail.com
相談日 火・木・金
/時間 10：00〜16：00
TEL
mail

福岡・佐賀
長崎・熊本 被災者支援ふくおか市民ネットワーク
福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-24
博多タナカビル8F
TEL 092-409-3891
mail info@snet-fukuoka.org
相談日 月・水・金
/時間 10：00〜18：00
住所

福島

ふくしまの今とつながる相談室toiro

住所

福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2F

TEL
mail

024-573-2731
toiro@f-renpuku.org

相談日 月・水・金（祝祭日を除く）
/時間 10：00〜17：00

