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～県外避難されているみなさまへ～
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東北・四国
心行き交う　

coconimoふくしまでは、全国の生活再建支援拠点(相談窓口)が主催する交流会・相談会情報などをお届けしています。
また、今号では愛媛県で開催された「東北・四国心行き交う盆踊り大会」の模様もお伝えします。

　8月26日、愛媛県松山市の石手寺で、四国に
避難されている方と地域の方々が集う「東北・
四国心行き交う盆踊り大会」が開催され、約
200名が参加しました。今回は主催者の特定
非営利活動法人えひめ311代表・渡部寛志さ
んに当日の様子などを伺いました。
　なお、ラジオ番組「coconimoふくしま」4月
24日放送分では、渡部さんが盆踊り大会への
想いをお話しされています。こちらのポッド
キャストも是非お聴きください。

盆踊り大会

　私自身、愛媛県に避難して以降、震
災前までは身近な存在だった郷土の芸
能・文化に触れる機会が一切無くなり
ました。そこで、避難先にいながら福島
を少しでも感じたい、子どもたちに故郷
を知ってもらいたい、そして避難先の愛
媛の方 と々も交流したいと思い、この盆
踊り大会を企画しました。昨年度に初
めて開催し、今年で2回目になります。

　昨年に引き続き、南相馬市の「ひば
りの連」さんによる盆踊りの実演があっ
たほか、今年は避難している方々によ
る相馬盆唄や太鼓の演奏なども披露さ
れました。また、東北がルーツとされる

―今年の盆踊り大会を終えての
感想はいかがでしょうか。

―「ひばりの連」さんについて、詳
しく教えていただけますか。

愛媛の郷土芸能「鹿踊り」を西予市の
方々に披露していただく時間もあり、会
場は大いに盛り上がりました。

　ひばりの連さんは主に南相馬で活動
されている団体で、三味線・太鼓・民
謡・踊りなど、何らかの得意分野を持っ
ている人が揃っています。昨年、メン
バーの1人に盆踊り大会への参加を打
診したところ、「かまわねえべぇ～」の一
言で愛媛まで来てくれました。
　ひばりの連の方々が昨年披露してく
ださった盆踊りの演奏は、避難してい
る福島の人たちに大きな刺激を与えま
した。そして、自分たちでもやってみ
たいと9名(うち小中高生5名)が集
まり、今年に向けて相馬盆唄の演奏

練習を開始。経験不足で指導者不在
という状況でしたが、譜面やCDなど
を頼りながら、南相馬で何度か直接
指導を受ける機会もあり、無事に本
番を迎えることができました。

　昨年と異なり、今年は避難している
方々が受付・司会・演奏・踊りなど、
主体的に関わる場面も増えました。
また、ひばりの連の方々、愛媛県の
皆さまとも深い交流ができたと感じ
ています。
　今後も年に一度、皆さまが集う定
例行事として盆踊り大会を続け、しっ
かりとつながりを保っていきたい。そ
して、皆さんの「心の拠り所」と言え
るものを創りたいと思っています。

―この盆踊り大会を企画した経緯
を教えてください。

―当日はどのような催し物があった
のでしょうか。

8月26日（土）愛媛県松山市・石手寺
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問い合わせ

問い合わせ
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。

交流会・相談会情報

山
梨
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長
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地場産業センター「かいてらす」
大ホール

東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会

栃
木

大田原市生涯学習センター

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

大
分
・
宮
崎
・
鹿
児
島

TEL：055-274-7722  mail：musubukai@ycca.jp

TEL：028-622-0021  
mail：tvnet1995@ybb.ne.jp

山梨県内に避難されている皆様を対象に「第8
回避難者交流会」を開催いたします。福島県か
らの情報提供、専門家による相談対応を行いま
す。また、食事をしながらの避難者さん同士の交
流や、子供コーナー・アトラクションなども用意し
ております。秋のひと時をお楽しみください。

いわきや浜通り各地で行われている「未来会
議」。福島のこれからを、立場が違う人も価
値観が違う人も、ワークショップ形式で一緒
に集まって継続的に考えています。この未来
会議の様子を聞きながら、栃木でも福島のこ
とを話しましょう。

（山梨県甲府市東光寺3-13-25）
10/22
（日）

12：00
～15：00

2017

11：00
～15：00

10/8
（日）

2017

10/8
（日）

13：30
～16：00

2017

（栃木県大田原市本町1丁目2716-5）

アイーナ いわて県民情報交流センター
8階 817（研修室）

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ
TEL：018-829-2140
mail：info2340@akita-partnership.jp

福島県から岩手県に避難しているみなさまを
対象に、相談・交流会を開催します。今まで
の思いや現在の状況について、お茶をいただ
きながらゆっくりお話ししてみませんか。福島
県職員から現在の支援策の説明がある他、個
別相談コーナーも設けます。これからのこと
を一緒に考えていきましょう。

（岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目7-1）

問い合わせ

問い合わせ

かごしま県民交流センター
小研修室第2

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）
TEL：054-275-2828
mail：fukushima.katei@gmail.com

福島県職員による支援策の説明や個別相談、
福島県内から鹿児島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。

（鹿児島県鹿児島市山下町14-50）

10/9
（月・祝）

10：00
～15：00

2017

3.11からつながるみんなの家「まあや」

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。

（宮崎県宮崎市柳丸町121-3
　パストラル柳丸Ⅰ-101）

11/11
（土）

10：00
～15：00

2017

『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～
TEL：0985-25-2810
mail：askme@umitama.info
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問い合わせ

10/8
（日）

13：00
～16：00

2017 デジキューBBQテラス ラスカ熱海店
（静岡県熱海市田原本町11-1 4F屋上）

ふるさとを離れ、静岡で暮らしている皆さまと
一緒にゆっくりお話しできるように、熱海駅の
BBQテラスを会場と致しました。静岡は東西
に長いため、一か所にお集まりいただくのは
難しいですが、会場はJR熱海駅直結でアクセ
スも抜群です。スタッフ一同、皆さまのご参加
をお待ちしております。

10：00
～12：00

10/12
（木）

2017

問い合わせ

埼
玉

特定非営利活動法人 埼玉広域避難者支援センター
TEL：0120-60-7722
mail：fukushima_soudan@yahoo.co.jp

浦和コミュニティセンター 第2集会室
（埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1）
「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。

茨
城

問い合わせ

交流サルーンいばらき

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。

（茨城県水戸市三の丸1-5-38 
　水戸市三の丸庁舎2階）

10/12
（木）

11/9
（木）

10：00
～12：00

2017

ワークプラザ勝田

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。

（茨城県ひたちなか市東石川1279番地）12/2
（土）

13：30
～15：30

2017

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



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。

「～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）

検索coconimoふくしま

検索ふくしま結ネット
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問い合わせ

問い合わせ

11/11
（土）

10：00
～12：00

2017 松山市総合コミュニティセンター
和室 1・2

特定非営利活動法人 えひめ311

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。

島
根
・
広
島
・
山
口

（広島県広島市東区東蟹屋町9-34
　広島市東区総合福祉センター6F）

二葉公民館 研修室１A

ひろしま避難者の会「アスチカ」
TEL：0120-24-2940
mail：fukushima.seikatsu.hir@gmail.com

今現在ある支援策の理解を深めます。福島
県職員から避難者支援策の情報を聞き、疑
問点などがあれば直接質問する時間を設け
ます。後半は交流会で皆さんと歓談し、親交
を深めましょう。個別相談も受け付けます。

（島根県松江市殿町204）
グリーンズベイビー

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。

（山口県山口市神田町1-80
　パルトピアやまぐち2階）

やまぐち県民活動支援センター

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。

13：30
～16：00

10/28
（土）

2017

13：30
～16：30

11/25
（土）

2017

13：30
～16：00

11/26
（日）

2017

（愛媛県松山市湊町7丁目5番地）

問い合わせ

山
形

置賜総合文化センター2F

特定非営利活動法人
山形の公益活動を応援する会・アミル
TEL：023-674-0606  mail：soudan@amill.org

10/21
（土）

14：00
～16：00

2017

（山形県米沢市金池3-1-14）

TEL：089-993-8329  mail：ehime311@yahoo.co.jp

富
山
・
石
川
・
福
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問い合わせ

11/19
（日）

13：30
～16：00

2017

TEL：0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀ ｲ゙ﾔﾙ）
 mail：fuku-shien@spacelan.ne.jp

「福島県個別相談会」では、避難されている
方のご相談を個別でうかがいます。また、交
流座談会『心と身体を食事でパワーアップ』
では、ストレスやアレルギーなど身近な健康
問題を食事で改善するお話を管理栄養士さ
んからお聞きします。是非ご参加ください。

問い合わせ

岡
山

きらめきプラザ  301会議室

一般社団法人  ほっと岡山
TEL：0120-566-311  
mail：hotokayama@gmail.com

12/24
（日）

13：00
～15：00

2017

（岡山県岡山市北区南方2丁目13-1）
福島県からの情報の他、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。

問い合わせ

新
潟

新潟東映ホテル  朱鷺の間

新潟県精神保健福祉協会
TEL：0120-783-217  
mail：fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp

11/5
（日）

13：30
～16：30

2017

（新潟県新潟市中央区弁天2-1-6）
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）

一般社団法人 石川県災害ボランティア協会

TKP金沢 新幹線口会議室
（石川県金沢市堀川新町2-1 井門金沢ビル）

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。



024-573-2731
toiro@f-renpuku.org
月・水・金（祝祭日を除く）
10：00～17：00 

福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2F

011-200-0973
soudanf@npo-hokkaido.org
来所/月・水・金  10：00～18：00　
電話・メール/月～金  10：00～18：00 

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

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 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2

023-674-0606
soudan@amill.org
来所/月・火・木 9：00～17：00　
電話・メール/月～金  9：00～17：00 

山形県山形市双葉町2-4-38 双葉中央ビル3階

080-9259-7049
f-soudan@renpuku.org

宮城県仙台市青葉区本町3-1-17
やまふくビル3階

070-3182-4044
fuai.soudan@gmail.com
火・水・木
9：30～16：30

028-622-0021
tvnet1995@ybb.ne.jp
火・水・金
10：00～17：00 

茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学教育学部A棟413

栃木県宇都宮市塙田2-5-1共生ビル3階

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

0120-60-7722
fukushima_soudan@yahoo.co.jp
月～金
9：00～17：00 

群馬県高崎市棟高町519 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

（東京都社会福祉協議会）昼 0120-978-885
（医療ネットワーク支援センター）夜 03-6911-0584

soudan@medical-bank.org
（東京都社会福祉協議会）月～金  9：30～17：00
（医療ネットワーク支援センター）月～金 17：00～20：30

0120-122-884（携帯可）
ayumu.tomoni@gmail.com
来所/月～金（祝祭日を除く）13：00～17：00
電話/月～土 12：00 ～19：00

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。 0120-783-217

fukushima-niigata@bz04.plala.or.jp
来所・電話/月・火・木  9：30～16：30 　  
電話のみ/水・金　18：00～21：00

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

055-274-7722
musubukai@ycca.jp
月～金（祝祭日を除く）
9:00～17:00

山梨県中央市若宮49-7
0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
fuku-shien@spacelan.ne.jp
日・火・木・金・土
10：00～12：00 / 15：00～19：00

石川県金沢市荒屋町イ7-5

070-5346-9311 / 070-5269-9311
kansaihinan@gmail.com
月・火・金
10：00～16：00 

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」

0857-22-7877
support@tottori-shien.org
月～金（祝祭日を除く）
9：00～18：00 

鳥取県鳥取市若桜町31 カナイビル1F

0120-24-2940
fukushima.seikatsu.hir@gmail.com
火・水・金
10：00～16：00 

広島県広島市西区三篠町2丁目15-5

0120-566-311
hotokayama@gmail.com
火・木・金
10：00～16：00 

岡山県岡山市北区東古松1丁目14-24 コーポ錦1F

089-993-8329 / 070-5515-2217
ehime311@yahoo.co.jp
月～金
10：00～15：00 

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

092-409-3891
info@snet-fukuoka.org
月・水・金
10：00～18：00 

福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-24 
博多タナカビル8F  

0985-25-2810
askme@umitama.info
火・木・土・第1日曜日
10：00～16：00 

080-6498-6720
soudanoki@gmail.com
月～土（祝祭日を除く）
10：00～16：00 

宮崎県宮崎市柳丸町121-3 パストラル柳丸Ⅰ-101 沖縄県浦添市内間2-10-8

※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。

沖 縄 福 島大分・宮崎
鹿児島

福岡・佐賀
長崎・熊本

徳島・香川
愛媛・高知

島根・広島
山口

鳥 取大阪・兵庫
奈良・和歌山

滋賀・京都岐阜・三重愛 知

静 岡富山・石川
福井

山梨・長野

新 潟神奈川東 京

千 葉埼 玉群 馬

栃 木茨 城山 形

青森・岩手
秋田

北海道 宮 城

千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目159 -2

電話・メール/ 月～金  10：00 ～17：00
来所/ 月・火・水  10：00 ～17：00　
ftsoudan@npoclub.com
080-5418-7286

静岡県静岡市葵区田町1丁目70-1 
静岡県青少年会館内

9：00 ～16：30
火・水・金
fukushima.katei@gmail.com
0120-42-2828 / 054-275-2828

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

10：00 ～17：00
月～金（祝祭日を除く）
center@aichi-shien.net
052-954-6722

愛知県名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階

10：00～18：00電話・メール/月～金（祝祭日を除く）
来所/ 月・水・木
fksm@rsy-nagoya.com
052-212-8155

京都府京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10

（ご都合に合わせて面会可能）
10：00～17：00月～土

info@fucco-nagomi.com
075-353-5181

岡 山
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全国の生活再建支援拠点(相談窓口)　一覧

ふくしまの今とつながる相談室toiro

北海道NPOサポートセンター あきたパートナーシップ

山形の公益活動を応援する会・アミル

福島県県外避難者相談センター
［宮城拠点］

ふうあいねっと とちぎボランティアネットワーク

ぐんま暮らし応援会

医療ネットワーク支援センター かながわ避難者と共にあゆむ会 新潟県精神保健福祉協会

東日本大震災・山梨県内
避難者と支援者を結ぶ会 石川県災害ボランティア協会

関西広域避難者支援センター とっとり震災支援連絡協議会

ひろしま避難者の会「アスチカ」

ほっと岡山

えひめ311 被災者支援ふくおか市民ネットワーク

『うみがめのたまご』
～3.11ネットワーク～

福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会

福島県県外避難者相談センター（千葉）

福島県県外避難者相談センター「ここさこ」

愛知県被災者支援センター レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）

和（なごみ）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 

特定非営利活動法人

（受託団体：一般社団法人みやぎ連携復興センター）

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク 認定特定非営利活動法人

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）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人

一般社団法人

一般社団法人

特定非営利活動法人

（受託団体：特定非営利活動法人
　まちなか研究所わくわく）

（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）

（受託団体：静岡県臨床心理士会）

特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人


