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◇◆避難者支援ニュース東京◆◇ 

2016.2.26（金）Vol.54 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

皆さま、こんにちは。 

「広域避難者支援連絡会 in東京」事務 

局です。 

 

東京では春一番が吹きました。本格的 

な春の到来ですね。また、「3.11」に 

向けて様々なイベントも各地で予定さ 

れています。 

 

第 54 回避難者支援ニュース東京をお送 

りいたします。詳細は各主催者へお問 

い合わせください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆交流会・イベント情報◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜NEW＞ 

■東日本大震災 首都圏に避難してい 

る女性たちが参加するフォトボイスお 

試し体験グループへのお誘い 

http://photovoice.jp/ 

http://www.facebook.com/PhotoVoiceProjectJapan 

※西東京会場 

日時：2 月 27 日(土) 

時間：13:30～15:30 

場所：東久留米市男女平等推進センター 

※渋谷会場 

日時：3 月 1 日(火) 

場所：東京ウィメンズプラザ視聴覚室 B 

参加費：いずれも無料 

※カメラの貸し出し等あり 

主催： 

NPO 法人フォトボイス・プロジェクト 



申込み・問合せ： 

TEL 080-4331-4041（代表) 

    080-7951-8280（代表） 

    12 時～20 時まで 

photovoicejapan@gmail.com 

 

＜NEW＞ 

■がんばっぺ福島！応援の集い 

福島の現状を忘れることなく、応援の 

輪を広げていくためのつどいです。 

日時：3 月 5 日（土） 

時間：15:00～ 

場所：東京ビッグサイト レセプション 

      ホール 

参加費：4,000 円（事前申込み必要） 

問合せ：「がんばっぺ福島！」事務局 

    （毎日新聞旅行） 

TEL 03-3213-4760 

 

＜NEW＞ 

■震災から 5 年目のメモリアル展 

『いま、ここで生きている』 

http://artsforhope.info/ 

日時：3 月 5 日(土)～6 日(日) 

時間：10:00～20:00(変更の可能性有) 

場所：JR 上野駅/グランドコンコース 

   （中央改札外） 

内容： 

復興庁「心の復興」事業として、この 

1 年間で被災地で生まれた作品(約 800 点 

/60 か所以上の仮設住宅や避難者交流サ 

ロン、児童クラブ等で生まれた色とり 

どりのハッピードール）、現地の人達 

のポートレート、メッセージの紹介 

問合せ： 

Wonder Art Production/ARTS for HOPE 



TEL 03-6240-1525/FAX 03-6240-1528 

artsforhope@gmail.com 

 

＜NEW＞ 

■東日本大震災復興応援～つながって 

いよう・いっしょに歩いていこう～ 

http://www.setagayashakyo.or.jp/info/02/info20160212141903/ 

日時：3 月 6 日(日) 

○交流会 

http://www.setagayashakyo.or.jp/files/4614/5525/3870/pdf.pdf 

時間：10:00～12:00 

場所：北沢タウンホール 12 階 

内容：(1)おきあがり小法師絵付け体験 

     (2)茶話会  

      (3)区内チームによるフラダンス 

対象：避難されている方 

○地域における福祉的サポートを考える 

http://www.setagayashakyo.or.jp/files/6114/5525/3687/pdf.pdf 

時間：13:00～15:30 

場所：北沢タウンホール 2 階 

内容：(1)アニメーション「東京マグニ 

      チュード 8.0」上映 

      (2)トークセッション「被災する 

      とはどういうことかを具体的に 

      知り、福祉的サポートが必要な 

      方にできることを考えよう」 

対象：どなたでも（当日直接会場へ 

         先着 270 人） 

○復興支援物産市・フードコーナー 

時間：10:00～16:00 

場所：しもきたスクエア 

内容：農産物、地方物産、浪江焼きそ 

   ば等の販売 

※下記会場で被災者支援募金活動を行 

 います 

(1)しもきたスクエア 



時間：11:00～12:00 

(2)三軒茶屋駅、二子玉川駅、成城学園 

  前駅、烏山区民センター前 

時間：13:00～14:00 

問合せ：世田谷区社会福祉協議会 

    地域福祉推進会 

TEL 03-5429-2206/FAX 03-5429-2204 

 

＜NEW＞ 

■原子力損害賠償に関する最新情報説 

 明会 

日時：3 月 26 日（土） 

場所：武蔵野公会堂 2 階 第 1・2 会議室 

内容・時間： 

【第 1 部】説明会 10:00～12:00 

○住宅確保にかかる費用の賠償内容を 

中心に解説 

対象：避難指示区域から避難されてい 

   る方々 

【第 2 部】個別相談会 

10:00～16:00（各組 60 分） 

※12:00～13:00 は休憩時間 

○原子力損害賠償の全般の相談に対応 

対象：原子力発電所事故で損害を受け 

   た方全員 

※第 1 部・第 2 部とも事前予約制 

予約ダイヤル：TEL 0120-330-540 

(受付時間：9:00～17:00/毎日） 

 

■広域避難者支援ミーティング in 東京 

日時：3 月 3 日（木） 

時間：13:30～16:40（開場 13:00～） 

場所：全水道会館 大会議室 

内容： 

（1）避難者からの話題提供（都内から 

   都外へ住まいを移られた方/都内か 



     ら関東近県へ住まいを移られた方） 

（2）関東圏の支援団体の取り組み共有 

対象：避難者支援団体（関東圏含む）/ 

   社会福祉協議会/行政関係者/当事 

   者団体 

問合せ・主催： 

広域避難者支援連絡会 in 東京事務局（東 

京ボランティア・市民活動センター） 

TEL 03-3235-1171/FAX 03-3235-0050 

kouikihinan@tvac.or.jp 

（担当：加納・高橋） 

 

■東日本大震災 5 年避難者のつどい 

「つながる」 

http://www.toben.or.jp/message/fukkoushien/news/post_34.html 

日時：3 月 5 日(土) 

時間：12:00～16:00 

場所：千代田区霞が関 弁護士会館 

   クレオ ABC および 3 階会議室 

内容：医師・弁護士などによる相談コ 

   ーナー/避難者による各種販売・ 

   展示/大抽選会/青木正美医師に 

   よる講演「ストレスと避難生活」 

主催：東京弁護士会/（以下予定）第二 

   東京弁護士会/第一東京弁護士会 

後援：東京都/福島県/さわやか福祉財団 

   広域避難者支援連絡会 in 東京/日 

   本弁護士連合会 

（同時開催） 

東日本大震災 5 年目企画 

被災者支援写真展 

日時：2 月 29(月）～3 月 10 日(木） 

時間：平日 9:00～19:00 までと 

   3 月 5 日(土)のイベント開催中 

場所：弁護士会館 1 階エントランスホール 

問合せ：東京都弁護士会法律相談課 



TEL 03-3581-2206 

 

■きずなコンサート 2016 

～東日本大震災の復興への思いをつな 

ぐ～ 

http://www.spacezero.co.jp/information/123335 

日時：2016 年 3 月 13 日（日） 

時間：開場 12:30/開演 13:00 

場所：全労済ホール/スペース・ゼロ 

出演：ベルボトムズ/Green Wind Ense 

   mble ふくしま 

音楽監修：橋爪恵一 

※入場無料・事前申し込みが必要です 

主催：公益財団法人 国土緑化推進機構 

   /きずなコンサート実行委員会 

問合せ：全労済ホール/スペース・ゼロ 

    （共催） 

TEL 03-3375-8741 

主催：公益財団法人 国土緑化推進機構 

協賛：全労済/後援：林野庁 

協力：NPO 国境なき楽団、できることを 

できるだけプロジェクト 

 

■富岡町次世代継承聞き書きプロジェ 

クト「おせっぺとみおか」発表会 

日時：3 月 19 日（土） 

時間：10:00～12:30 頃 

場所：中央大学 後楽園キャンパス 

内容：「富岡町」について、学生たちの 

   「聞き書き」作品の発表 

問合せ：とみおか子ども未来ネットワ 

        ーク事務局 

TEL 090-4678-4214（担当：金子） 

info@tomioka-kikikaki.net 

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆就職相談会◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■巡回就職相談会（予約不要） 

ご事情に合わせて正社員・契約社員・ 

パートアルバイト等、様々なお仕事を 

紹介しています。 

日時：2 月 27 日（土） 

   3 月 8 日（火） 

         26 日（土） 

時間：（火）13:00～16:00 

   （土）13:00～15:00 

※受付は 30 分前まで 

場所：東雲住宅 集会場 1 

問合せ：東京しごとセンター 東京都 

    緊急就職支援事業窓口 

TEL 03-5211-2900/FAX 03-5211-1015 

電話相談窓口：0570-03-4510 

（月～金 9:00～20:00 

 土曜日 9:00～17:00 まで） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆助成金・基金情報◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■みちのく未来基金 

http://michinoku-mirai.org/ 

大学・短大・専門学校の入学金・卒業 

までの授業料を一人あたり年間 300 万円 

を上限として返済不要で給付します。 

他の奨学金と併用して受給することも 

可能です。 

問合せ：公益財団みちのく未来基金 

info@michinoku-mirai.org 

TEL：022-343-9996 

（平日 9:00～17:00） 

 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆都内に避難されている皆様へ◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜NEW＞ 

■医療と福祉 110 番 

http://www.tokyo-msw.com/ 

日時：2 月 22 日（月）～27 日（土） 

時間：10:00～16:00 

内容：病気、妊娠および育児、介護や 

   社会保障制度に関する電話相談 

   ※医療ソーシャルワーカーが承 

    ります 

（1）03-6907-1781 

（2）03-6907-1782 

問合せ： 

一般社団法人 東京都医療社会事業協会 

TEL/FAX 03-5944-8912 

（月・火・木・金 10:00～16:00） 

 

＜NEW＞ 

■墨田区社会福祉協議会 

震災により、墨田区内へ避難されてい 

る皆さんに対し、お手伝いのご相談を 

承っています。 

例：○福祉サービスの利用 

  ○今住んでいらっしゃる地元町会 

  ・自治会への紹介 

  ○子ども会･老人クラブの案内 

  ○避難者同士のグループづくり 

  ○ボランティアへの依頼 

問合せ：TEL 03-3614-3900（代表） 

 

■かつしかボランティアセンター 

葛飾区社会福祉協議会では、被災地か 

ら避難されてきた世帯の方を対象に、 

次のような活動をしています。 



○相談をお受けします 

○イベントを企画します 

○ボランティアを紹介します 

葛飾区中央図書館、立石図書館、お花 

茶屋図書館の 3 か所で、福島県の「福島 

民報」、「福島民友」を読むことがで 

きます。また、中央図書館では宮城県 

の「河北新報」も読むことができます。 

※3 紙とも朝刊です。 

問合せ：TEL 03-5698-2511 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆定期サロンのご案内◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■被災避難者とボランティアが交流す 

る出会いの場 

がんばっぺ～中央佃シニアサロン 

2012 年の立ち上げ以来、昨年 11 月で 20 

回を迎えました。福島県等から都内に 

避難してこられている方々とボランテ 

ィアが交流する憩いのサロンに遊びに 

来ませんか？ 

日時：不定期（2 か月に 1 回開催） 

※第 22 回は 3 月 13 日（日）に開催予定 

時間：11:00～15:00 など 

場所：中央区月島社会教育会館 4 階等 

内容：フライパンもんじゃ/折り紙コ 

   ーナーなど 

後援：中央区・中央区社会福祉協議会 

協賛：カルビー株式会社 

申込み・問合せ： 

中央区内の被災者避難者を支援するシ 

ニアの会 

TEL 03-5534-8631 

jminagawa1108@kca.biglobe.be.jp 

 



■東京の避難母子「ほんわか広場中国 

料理教室」 

料理の鉄人「陳健一」氏の系列の四川 

地方の料理に、薬膳や玄米を取り入れ 

た体に優しい本格中国料理を学び交流 

します。 

日時：毎月第 2 月曜 

場所：千代田区 

対象：福島から東京に小学生以下のお 

   子様と避難されている方 

主催・問合せ：特定非営利活動法人  

       こどもプロジェクト 

TEL：03-6280-8422 

info@kodomo-project.com 

 

■千代田区 

『ほっとサロン＠ちよだ』 

日時：隔月 1 回 

時間：10:00～12:00（内容等により変 

      更あり） 

場所：九段上区民集会室 

   千代田区九段南 2-9-6 

問合せ：千代田区社会福祉協議会ボラ 

    ンティア係 

TEL：03-5282-3711 

 

■新宿区 

（1） 

日時：毎週水曜日 

時間：14:00～16:00 

（平成 27 年 4 月から開始時間変更） 

場所：新宿けやき園 

新宿区百人町 4-5-1 

（2）『さんさん広場』 

日時：毎月第 2 土曜日 

時間：13:00～16:00 



場所：都営百人町 4 丁目第 4 アパート 14 

   号棟集会室 

   新宿区百人町 4-5-14 

（3）『ほっと安心カフェ』 

※受付時に 100 円のご用意をお願い致 

 します（茶菓代） 

日時：毎月第 1、3 木曜日/第 1 土曜日/ 

      第 4 水曜日 

時間：13:00～16:00 

場所：都営百人町 4 丁目第 2・4・5 アパ 

      ート各集会室（木曜日 14 号棟前 

   /土曜日 16 号棟前/水曜日 10 号棟 

   前）JR・西武新宿線・東京メト 

   ロ 高田馬場駅徒歩約 10 分 

問合せ： 

（1）および（2） 

新宿区社会福祉協議会 ボランティア 

・市民活動センター 

TEL：03-5273-9191 

（3）新宿区高齢者福祉課高齢者支援係 

TEL：03-5273-4594（直通電話） 

 

■江東区 

『東雲住宅交流サロン』 

日時：毎週火、木曜日 

時間：13:00～16:00 

場所：国家公務員宿舎東雲住宅内集会 

   室 

   江東区東雲 1-9-9 

問合せ：江東区社会福祉協議会 

TEL：03-3647-1895 

 

■大田区 

『交流サロン』 

日時：毎月 1 回（土・日曜日のいずれか 

   に不定期開催） 



時間：10:00～12:00（内容等により変 

   更あり） 

場所：大田区被災地支援ボランティア 

   調整センター 

   大田区蒲田 5-13-26-101 大田区 

   立消費者生活センター2 階 

問合せ：TEL 03-6424-8972 

※9:00～17:00（平日） 

 

■中野区 

『来らっせしらさぎ』 

日時：毎週金曜日 

時間：10:00～12:30 

場所：白鷺 1 丁目第 3 アパート 第 3 集会室 

   中野区白鷺 1-4 

【専門相談】10:00～12:00 

法律相談（第 1 金曜日） 

健康相談（適宜） 

問合せ：中野区社会福祉協議会 中野ボ 

    ランティアセンター 

TEL：080-4455-7368（専用電話） 

※第 1 金曜日は巡回バスあり（事前予約 

 制） 

 

■豊島区 

日時：火・木・土及び 4 の付く日（4 日 

、14 日、24 日）※祝日は休館 

時間：13:00～17:00 

場所：巣鴨さろん カモノス 

   豊島区巣鴨 3-19-4 SK ビル 1 階 

TEL：080-5195-7164 

※千川サロンゆうゆうは、平成 27 年 3 月 

31 日をもって閉館いたしました。 

問合せ：豊島区民社会福祉協議会  

    総務課 

TEL：03-3981-2930 



 

■荒川区 

日時：毎月第 4 金曜日 

時間：13:30～16:30（内容等により変 

更あり） 

場所：都営町屋 6 丁目住宅第二集会室 

   荒川区町屋 6-22-2 

問合せ：荒川区社会福祉協議会 避難 

    者支援担当 

TEL：03-3802-2794 

shomu@arakawa-shakyo.or.jp 

 

■足立区 

『足立区新田ふるさと会』 

日時：第 2、第 4 火曜日 

時間：13:00～17:00 

場所：新田地域学習センター 第 1 学習室 

   東京メトロ南北線「王子神谷駅」 

   より徒歩 10 分/JR・京浜東北線「王 

   子駅」より都バス王 49 系統「環七 

   新田」下車 3 分 

問合せ：足立区社会福祉協議会 地域福 

    祉部 地域福祉課 基幹地域包括 

    支援センター 

TEL：03-5861-3373（内線） 

 

■江戸川区 

区内避難者応援ルーム 

『こらっせ えどがわ』 

情報提供：毎日 

時間：9:00～21:30 

場所： 

（1）小松川さくらホール 2 階 集会室 

地下鉄都営新宿線「東大島駅」徒歩 10 分 

（2）東部区民館 2 階 集会室 

地下鉄都営新宿線「瑞江駅」徒歩 5 分 



問合せ：江戸川区役所地域振興課 コミ 

    ュニティ課 

TEL：03-5662-0510 

 

■立川市 

日時：毎週月、水、金曜日 

時間：10:00～15:00 

場所：大山団地集会所 D 集会室 

   立川市上砂町 1-13-1 

問合せ：立川・東日本大震災避難者を 

    支援する会（大山自治会事務所） 

TEL：042-537-4427 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆連絡会からのお知らせ◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■このメールは、連絡会に関係する団 

体および読者の皆さまからの情報、都 

庁「定期便」を元に作成しております。 

皆さまからの情報をお待ちしています！ 

 

■メールの配信停止を希望される方 

は、お手数ですが、 

kouikihinan@tvac.or.jp まで配信停止 

希望と書いてご連絡ください。 

 

■「広域避難者支援連絡会 in 東京」は 

避難者支援団体のネットワーク作りや 

支援情報の発信等を通して避難者支援 

の充実・工夫を図ることなどを目的と 

して、都内 11 の団体により平成 25 年 5 月 

に設立されました。詳しくは以下のペ 

ージをご覧ください。 

http://kouikihinan-tokyo.jimdo.com/ 

 

 

 



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

＜発行・お問い合わせ＞ 

「広域避難者支援連絡会 in東京」 

事務局 千代川・高橋・加納 

東京ボランティア・市民活動センター 

Tel：03-3235-1171 

kouikihinan@tvac.or.jp 

 


