15

vol.

〜 県 外 避 難 されてい るみ なさまへ〜

2017.12
CONTENTS

ブラ歩き北海道☆福島を
知るツアー＠夕張レポート
12･1･2月交流会・相談会情報
WEBサイトオープンのお知らせ
ラジオ番組「coconimoふくしま」
Pick Up Talkｓ
全国の生活再建支援拠点
(相談窓口)一覧

発行元
一般社団法人
ふくしま連携復興センター
〒960-8062
福島県福島市清明町
1-7 大河原ビル 2F
TEL.024-573-2732

ブラ 歩 き 北 海 道 ☆

福島を知るツアー
＠夕張
この日は関係者を含めて計29名が参加。バスで紅葉の夕張へ

北海道 NPO サポートセンター主催の「ブラ歩き北海道☆福島を
知るツアー」は、北海道に残された福島ゆかりの地を巡る企画。
第 3 回目となる今回は、炭鉱の町・夕張を訪れました。

元炭鉱作業員の方、夕張市教育委員会の方から様々な話を伺う

当日、札幌駅からマイクロバスで夕張へと到着した一行は、まず石炭博
物館へ。炭鉱作業員だった方の案内のもと、坑内やその周辺を歩きなが
ら、当時の仕事・生活の様子などを伺いました。その中には「福島 ( いわ
き ) から夕張へ移ってきた炭鉱仲間を知っている」というエピソードもあ

清水沢地区で活動する団体を訪れ、町づくりの話を聞く機会も

り、参加者は福島とのつながりを一つ実感。以降も市内の様々な場所を訪
れ、地元で活動している方々から夕張の歴史、今後の町づくりなどを聞き
つつ、それぞれが福島と夕張の関連性に想いを巡らせました。
最後に行われた交流会では、「炭鉱住宅の外観がいわきの住宅と同じ
で懐かしかった」「近所同士で助け合う“一山一家”の話が印象深かった」
「福島とのつながりを見つけて、どこか気持ちが落ち着いた」等々、充
実した表情で感想を述べ合う参加者の姿がありました。

「幸せの黄色いハンカチ想い出ひろば」にあるカフェでの交流会。
コーヒーなどを飲みながら、参加者全員が自由に感想を述べた

2017・2018 年

12･1･2

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。

12/2
（土）

10：00
〜15：00

問い合わせ

12/24
（日）

10：00
〜14：00

問い合わせ

埼玉

2018

1/12
（金）

10：00
〜12：00

問い合わせ

1/20
（土）

14：00
〜16：30

問い合わせ

13：30
〜15：30

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、
是非ご参加ください。
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

問い合わせ

TEL：080-5418-7286 mail：ftsoudan@npoclub.com

夕日寺県民自然園
（石川県金沢市夕日寺ハ116）

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

2018

1/28

（埼玉県さいたま市浦和区仲町2-10-22）

（日）

「今後の住まいについて不安のある皆様へ」
埼玉県住宅課職員から埼玉県内の県営住宅
および住宅全般に関する情報提供を行いま
す。相談や質問ができる時間も設けますので、
住宅について気になることやご質問がある方
は、是非会場へお越しください。

13：00
〜15：00

特定非営利活動法人 埼玉広域避難者支援センター

問い合わせ

TEL：0120-60-7722
mail：fukushima̲soudan@yahoo.co.jp

かでる2・7 310会議室

（札幌市中央区北2条西7丁目）
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」
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

（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

12/24 きらめきプラザ 301会議室
13：00
〜15：00

さいたま市民会館うらわ 505集会室

ワークプラザ勝田

2017

（日）

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。

福岡・佐賀・長崎・熊本

北海道

2018

2017

12/2
（土）

（千葉県千葉市美浜区豊砂1-1）

岡山

富山・石川・福井

2017

イオンモール幕張新都心
グランドスクエア

茨城

千葉

2017

2018

1/27
（土）

13：00
〜16：00

（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

エイムアテイン会議室

（福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目25-24）
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、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。是非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

東日本大震災
避難者支援情報提供

WEBサイト

オープン！

主な
コンテンツ

■ 全国の相談窓口情報

■ 専門的な支援先に関する情報

■ 相談会・交流会情報

■ 福島県の現状に関する情報

■ 被災者支援活動の事例紹介 ■ 避難先・避難元地域の支援施策情報

東日本大震災・避難者支援情報提供サイト「私たちは今ここに」では、
全国にある生活再建支援拠点(相談窓口)の基本情報、相談会・交流会
情報、支援活動の動画などが紹介されています。是非ご活用ください!

http://jyoho-shien.org/
私たちは今ここに
ふくしま結ネット

検索

Pick Up Talks

ラジオ番組
coconimoふくしま
2017年10月9日放送分

福島大学災害ボランティアセンター

戸浪今日子さん

運営：東日本大震災・避難者支援情報提供サイト運営事務局

このコーナーでは、ふくしま FM のラジオ番組
「coconimo ふくしま」で過去に放送した、主
に福島県内で活動されている方のインタビュー
をピックアップします

浪江町出身で、現在は福島市に暮らす戸浪さん。震災当時
は中学3 年生、来春から社会人になる戸浪さんに、福島大
学災害ボランティアセンターでの活動の様子や、6年半の
気持ちの変化、後輩への思いなどをお伺いしました。

「福島にいるからこそ、できることをやりたい」

「一方的ではなく、お互いに支えあう」

避難所の閉鎖後も福島のことを支えたいという大学生の想い

震災当時のことは、よく覚えています。１週間ぐらいで家に帰

から、2011年 5月に福島大学災害ボランティアセンターが立ち上

れるのかな、と思っていましたが、３年、４年、６年半…… 何もわ

がり、ずっと活動が続いています。

からず色々進んでいったな、という印象が大きいです。

私自身は大学１年の４月からセンターに所属していますが、この

同じ経験をしたからこそ、被災された方の気持ちが十分にわか

団体を知ったのは、ちょうど受験の時期でした。ずっと福島大学

るし、寄り添える。ボランティアは、やってあげる、というイメー

に行きたいと思っていて、色々と調べる中でセンターのことを知

ジが強いと思いますが、実際にはそうではなく、寄り添う、その人

り「福島にいるからこそ、できることをやりたい」と思い、活動を

の立場になって何かを考える。一方的ではなく、お互いに支え合

始めました。

う。それがボランティアだと思っています。

これまで、仮設住宅での足湯やお茶会を通じた住民の方との交

６年半という時間が流れましたが、この活動は今後も続いてい

流、福島に全国の子どもたちを呼び風化防止を目的とした活動等

かなければならないし、必要とされていると思っています。後輩

をしてきました。子どもたちには、福島の良いところも悪いところ

達には、これからもできることを地道に続けてほしいです。
福島大学災害ボランティアセンターHP
https://fukudai-volunteer-center.jimdo.com/

も全部、自分の身で感じてほしいと思っています。

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

