
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆避難者支援ニュース東京◆◇ 

2016.5.20（金）Vol.59 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

こんにちは。「広域避難者支援連絡会 

in東京」事務局です。 

 

第 59回避難者支援ニュース東京をお送 

りいたします。 

 

週末も、初夏らしいさわやかなお天気 

が続きそうです。今週末、開催のイベ 

ントをご紹介いたします。詳細は各主 

催者へお問い合わせください。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆ イベント ◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■住まいの情報セミナー 

日時：5月 21日（土）12:15～12:50 

場所：綿商会館 

（中央区日本橋富沢町 8-10) 

内容： 

○セミナー「東京近郊の賃貸住宅」 

公的賃貸住宅、民間賃貸住宅の特徴や 

入居手続きの概要などのお話を伺いま 

す。（協力：ロイヤルハウジング㈱） 

○相談コーナー 

住まい探し（ロイヤルハウジング／福 

島県／東京都） 

引っ越し（アートコーポレーション） 

※住宅探し、引っ越しの申込や手続き 

を斡旋する窓口ではありません。あく 

まで参考情報を得ていただくための 

コーナーです。 

主催：医療ネットワーク支援センター 



問合せ：03-6438-2852(平日 10～18時） 

http://h-aid.jp/ 

 

■フォトボイスのお試し体験グループ 

内容：一人ひとりが日々の生活の中で 

印象に残ったこと、他の人に伝えたい 

こと、頭に来たことなどを写真に撮っ 

て持ち寄り、グループの中でその撮っ 

てきた写真を他のメンバーが見て、撮 

影者が何を伝えたかったのか話し、次 

に撮影者からの撮影した時の気持ちを 

話してもらった後に、みんなでその写 

真について語り合います。日ごろ胸の 

内に貯めていることを安心して語るこ 

とで、共感や気づきがあり、知恵やパ 

ワーを得る場です。 

 

○西東京会場フォトボイスグループ 

日時：5月 21日（土）14:00～16:00 

会場：東久留米市男女平等推進セン 

ター 

西武池袋線東久留米駅西口から徒歩 7分 

http://www.city.higashikurume.lg.jp/ 

 

○渋谷会場フォトボイスグループ 

日時:6月１日（水)11:00～13:00 

会場：東京ウイメンズプラザ視聴覚室 B 

http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/ 

 

主催＆問合せ： 

NPO法人フォトボイスプロジェクト 

http://photovoice.jp/ 

https://www.facebook.com/PhotoVoiceProjectJapan 

Email：photovoicejapan@gmail.com 

TEL：080-4331-4041、080-7951-8280 

（12時～20時） 



対象：東日本大震災で被災して首都圏 

に避難されている女性 

定員：10名 

参加費：無料 

 

●お試し体験に参加希望の方はグルー 

プ開始の 1時間前においでください。ガ 

イダンスをいたします。 

●できるだけ携帯やスマホに撮った写 

真をお持ちください。カメラの貸し出 

しもできます。 

●一昨年の発足以後、次回の日程はメ 

ンバーと相談しながら決めています。 

●託児の申込みは 1週間前までです。 

●写真と声（フォトボイス）が、国立 

女性教育会館（NWEC）「災害復興支援 

女性アーカイブ」と、国立国会図書館 

東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」 

より検索できます。 

http://www.nwec.jp/jp/archive 

http://kn.ndl.go.jp/ 

     

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆就職相談会◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■巡回就職相談会（予約不要） 

東京都緊急就職支援事業窓口 

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：5月 21日（土）13:00～15:00 

※受付は 30分前まで 

場所：東雲住宅 集合室 1（江東区東雲 

1-9-9） 

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 03-5211-2900 



電話相談窓口：0570-03-4510 

（月～金 9:00～20:00 

土曜日 9:00～17:00 まで） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆定期サロンのご案内◆◇ 

(他の区市町村からの参加も可能です) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■新宿区 

○日時：毎週水曜日 14:00～16:00 

場所：新宿けやき園 

（新宿区百人町 4-5-1） 

問合せ：新宿区社会福祉協議会ボラン 

ティア・市民活動センター 

03-5273-9191 

 

○さんさん広場 

日時：5/14、7/9、10/8、12/10、1/14、 

いずれも土曜日の 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） 

問合せ：新宿区社会福祉協議会ボラン 

ティア・市民活動センター 

03-5273-9191 

 

○ほっと安心カフェ 

場所：都営百人町 4丁目第 2・4・5アパ 

ート各集会室（JR・西武新宿線・東京 

メトロ「高田馬場」駅徒歩約 10分） 

第 1、3木曜日:14号棟前 

第 1土曜日：16号棟前 

第 4水曜日：10号棟前 

いずれも 13:00～15:00 

※受付時に茶菓子代で 200円のご用意を 

お願いします。 

問合せ：新宿区高齢者支援課 高齢者相 



談第二係 03-5273-4594 

 

■江東区 

○東雲住宅交流サロン 

日時：毎週火、木曜日 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：江東ボランティアセンター 

03-3645-4087 

 

■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）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：micsおおた 03-6424-8972 

 

■中野区 

○さぎろくはたけ 365 

男性の参加者を中心に、畑作りを通じ 

て交流を楽しんでいます。年に 2回収穫 

祭も行っています。 

日時：毎週水曜日 9:00～11:00 

場所：鷺六高齢者会館 庭 

問合せ：中野ボランティアセンター 

080-4455-7368 

 

○Smileサロン in上高田 

傾聴ボランティアのスタッフによるア 

ットホームな雰囲気で、じっくりお話 

できます。 

日時：毎月第 1木曜日（祝日の場合は第 

2木曜日）14:00～16:00 



場所：上高田 4丁目アパート 3号棟 1階集 

会室 

問合せ：中野ボランティアセンター 

080-4455-7368 

 

○学習支援サロン 

大学生の学習支援ボランティアを中心 

に、小学生を対象とした学習の場を提 

供しています。 

日時：毎月第 2、4火曜日 16:30～18:30 

場所：白鷺一丁目第 3アパート第 3集会 

室 

主催：NPO法人こどもプロジェクト 03- 

6280-8422／中野ボランティアセンター 

 080-4455-7368 

 

○来らっせしらさぎ 

日時：毎週金曜日 10:00～12:30 

※専門相談 10:00～12:00 

 法律相談：第 1金曜日 

 高齢者相談：第 4金曜日 

 健康相談：第 4金曜日 

場所：白鷺一丁目第 3アパート 第 3集会 

室（中野区白鷺 1-4） 

問合せ：中野ボランティアセンター 

080-4455-7368 

※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 13:00～17:00（祝日 

も開館） 

場所：巣鴨さろん カモノス 

（豊島区巣鴨 3-19-4 SKビル 1階） 

080-5195-7164 

問合せ：豊島区民社会福祉協議会  



総務課 03-3981-2930 

 

■荒川区 

○町屋 6丁目ミニサロン 

日時：毎月第 4金曜日 13:30～15:30 

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 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 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 03-6807-2460 

 

■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 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 03-5662-0510 

 



■立川市 

○相談窓口：毎週月、水、金 10:00～1 

5:00 

サロン：第 3木曜日 9:00～12:00 

場所：大山団地集会所 D集会室 

（立川市上砂町 1-13-1） 

 

○健康体操教室： 

第 2、4土曜日 10:00～12:00 

場所：上砂小学校 

 

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）042-5 

37-4427／会長佐藤様 090-5777-3181 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆助成金情報◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■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） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆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 若林・岡部・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 

 


