
参加してみないかと
声をかけてもらって
うれしかった。

福島の方と話をしたり、
情報交換できる

貴重な場となっていて
本当にありがたい。

第44回フレンチブルドックの会＠山梨

参加された方の声
第1回からずっと
参加している。

いつもとても楽しい。

～県外避難されているみなさまへ～

2019年 　　　　　　月 最寄の会場へお越しください。交流会・相談会情報

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

問い合わせ

山
梨
・
長
野

TEL：090-3088-4749
mail：musubukai@ycca.jp

東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会

2019
10/20
（日）

12：00
～15：00

大和市や小田急沿線にお住まいの皆様、「お
茶っこ」に集まりませんか。お茶をしながらお
しゃべりしましょう。司法書士と法的な相談、不
動産屋さんと住まいについての相談もできます。
午前中開催です。ご参加お待ちしています！！

茅ケ崎市や近隣の皆様、お茶をしながらお
しゃべりしませんか。福島県職員から情報提
供・説明があります。司法書士と法的な相談、
不動産屋さんと住まいについての相談もでき
ます。土曜日開催です。曜日と開催時間をお間
違えなく。お待ちしています。

山梨県内在住避難者の皆様を対象に「第10回
避難者交流会」を開催いたします。日常生活
での困りごと相談や、避難者同士や支援者と
の交流の機会です。アトラクションなどを楽し
みながら、秋のひと時をお過ごしください。

（山梨県甲府市東光寺3-13-25）

山梨県地場産業センター
かいてらす  大ホール

問い合わせ

宮
城

TEL：080-9259-7049　mail：f-ｓoudan＠renpuku.org

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）

2019
9/21
（土）

13：00
～16：00

宮城県在住の避難者の皆様を対象とした相談
会＆交流会を開催いたします。福島県職員や
司法書士等の専門機関とのお困りごと相談、
健康相談もできます。福島の銘菓もご用意して
おります。ＡＥＲ(アエル)でお会いしましょう。

避難指示区域内からの避難者相談・交流会を
開催いたします。「ゆんたくスペース」、看護師
による「健康チェック」、肩や腰などの「もみほ
ぐし」、「くらし・仕事・こころ・法律」に関する
専門家相談コーナーなどを設けます。お気軽
にご参加ください。

（宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 6階）

中小企業活性化センター
セミナールーム（２）Ｂ

問い合わせ

愛
知

TEL：052-954-6722  mail：center＠aichi-shien.net
愛知県被災者支援センター

2019
9/29
（日）

11：00
～15：00

「ふくしま交流会」を今年も開催します。医師
による無料の甲状腺エコー検診のほか、司法
書士や臨床心理士等に相談もできます。浪江
焼きそばや芋煮を作って食べて交流したり、癒
しのアロマハンドコーナーもあります。ぜひ気
軽にご参加ください。

（愛知県豊橋市牟呂町字松崎15番地）
コープあいち 豊橋生協会館

問い合わせ

沖
縄

TEL：098-861-1469  mail：office@machiwaku.com

2019
9/22
（日）

14：00
～16：00

（沖縄県那覇市安里2-1-1さいおんスクエア3階）
那覇市牧志駅前ほしぞら公民館ホール

問い合わせ

2019
9/29
（日）

10：30
～12：30

2019
10/19
（土）

13：00
～15：00

７月21日、山梨県中央市にある洋食店「フレンチブル
ドッグ」で、東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を
結ぶ会主催による交流会「フレンチブルドッグの会」が
開催されました。今回はその模様をお伝えします。

「フレンチブルドッグの会」は山梨県中央市に避難されてい
る方々が、食事をしながら気軽におしゃべりをしたり、情報
交換をする場として2015年6月から開催され、今回で44回
目になります。レストランのオーナーシェフ古屋さんは、「ラ
ジオで結ぶ会事務局長・藤原さんの話を聴き、自分にも何か
できないかと連絡をしたのがきっかけ。参加される皆さんが
楽しく話せる場所を、必要とされる限り提供していきたい。」
と話されていました。結ぶ会・藤原さんは「今回は学校が夏
休みに入ったこともあり、参加者はいつもより少なめだった

2019.9
31vol.

神
奈
川

TEL：090-7705-6015 
mail：ayumu.tomoni@gmail.com

特定非営利活動法人 かながわ避難者と共にあゆむ会

（神奈川県大和市鶴間１丁目31-7）
大和市保健福祉センター ４階

（神奈川県茅ケ崎市新栄町12-12茅ケ崎トラストビル４階）

茅ヶ崎市男女共同参画推進
センター いこりあ

特定非営利活動法人 まちなか研究所わくわく

9･10

が、ゆっくり話ができた。協力してくれている古屋さんには本当
に感謝している。参加してくれる方がいる限り続けていきたい。」
と今後へ向けて意気込みを語ってくれました。



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

025-211-2111
colansho@bg.wakwak.com
月・水・金（祝祭日を除く）
9：30～12：00/ 13：00～17：30

新潟県新潟市中央区東中通2番町288-2
マンション司101
※相談にお越しの際は、事前にご連絡ください。

011-200-0973
soudanf@npo-hokkaido.org
月・水・金  10：00～18：00　

018-829-2140 / 080-5566-6238
info2340@akita-partnership.jp
月～金
10：00～18：00

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
火・水・金(祝祭日を除く)
11：00～18：00 

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 9：30～16：00

028-622-0021
info@tochigivnet.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・水・金(祝祭日を除く)
9：00～16：00 

0120-60-7722
fukushima_soudan@yahoo.co.jp
月～金(祝祭日を除く)
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

03-6911-0584
soudan@medical-bank.org
月～金
17：00～20：30

070-6471-0311
ayumu.tomoni@gmail.com
来所/月～金（祝祭日・年末年始を除く）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、必ず事前にご連絡ください。

090-3088-4749
musubukai@ycca.jp
月～金（祝祭日を除く） 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

10：00～12：00 / 14：00～17：00

石川県金沢市荒屋町イ7-5

070-5340-9311
kansaihinan@gmail.com
月・水・金
9：30～16：30 

大阪府茨木市西駅前町8-11
ローズハイツ茨木107号室

0857-22-7877 / 090-8064-9630
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（祝祭日を除く）
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・第２土曜
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

070-5515-2217
ehime311@yahoo.co.jp
月～金（祝祭日・お盆・年末年始を除く）
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
hinan@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 / 090-9402-1990
askme@umitama.info
火・木・土 9：00～17：00 

080-6498-6720
soudanoki@gmail.com
火・木・金(祝祭日・年末年始を除く)
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

※面談での相談をご希望の方は、
事前にご連絡ください。

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

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
おおなみこなみ内

電話・メール/ 月～金  10：00 ～17：00
来所/ 月・火・水(祝祭日を除く)  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・年末年始を除く）
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
※来所される際は、事前にご連絡ください。

月~金(祝祭日・お盆・年末年始を除く)
10：00～18：00

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
※来所される際は、必ず事前にご連絡ください。

（これ以外の日程もご希望により相談可能）

（これ以外の日程もご希望により相談可能）

月～土 
10：00～17：00（メールは随時）

info@fucco-nagomi.com
075-353-5181
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全国の生活再建支援拠点(相談窓口)　一覧

島根・広島
山口

（これ以外の日程もご希望により相談可能）　

ふくしまの今とつながる相談室toiro

コランショ
（受託団体：特定非営利活動法人
　にいがた災害ボランティアネットワーク）

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

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

3.11からつながるみんなの家『まあや』 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（ちば）

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）

一般社団法人 認定特定非営利活動法人

福玉相談センター
（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：『うみがめのたまご』
　～3.11ネットワーク～）

（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：静岡県公認心理師協会）

特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人


