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人と人、心と心をつなぐ。
こんにちは！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」です。
前回のおたよりをお送りした時は秋でしたが、冬が来て、そろそろ冬も終わりを告げようかという時期になって
まいりました。大震災から２度目の春が訪れようとしています。
まだまだ寒い日が続きそうですがくれぐれもお身体には気を付けてお過ごしください。
ふうあいおたより４
ふうあいおたより４号 目次

★ 訪問活動を
訪問活動を始めます

Ｐ１．表紙

ふうあいねっとでは避難されている方を対象に訪問活動を始

Ｐ２．顔晴ってますふくしま県民コーナー

めることになりました。研修を受けた「ふうあい生活サポー

（寿し松新店開業）

ター」が訪問希望のあった方のご自宅に伺います。困り事に

Ｐ３．自主グループ情報

対応してくれる窓口が知りたい…溜まっている気持ちを少し

Ｐ４～５．情報コーナー

吐き出したい…特に困っていることはないけど気軽におしゃ

Ｐ６．シンポジウム・交流会開催しました

べりしたい…どんなことでも大丈夫です♪

Ｐ７．今後の交流会予定一覧

まずはお電話ください(029-353-8560)

Ｐ８．支援情報

★ 「ふうあいねっと」
ふうあいねっと」メディア情報
メディア情報
・ふうあいねっとホームページの URL が変更となりました
変更となりました。
となりました。
http://fuainet.jimdo.com/（
http://fuainet.jimdo.com/（パソコン、
パソコン、タブレット、
タブレット、スマートフォンより）
スマートフォンより）
ふうあいねっとの今
ふうあいねっとの今までの取
までの取り組み、活動状況、
活動状況、その他情報
その他情報などを
他情報などを掲載
などを掲載しております
掲載しております。
しております。
ぜひご覧
ぜひご覧ください！
ください！
・福島乳幼児妊産婦ニーズ
福島乳幼児妊産婦ニーズ対応
ニーズ対応プロジェクト
対応プロジェクト茨城拠点
プロジェクト茨城拠点のブログ
茨城拠点のブログ
http://d.hatena.ne.jp/fukushimaneedshttp://d.hatena.ne.jp/fukushimaneeds-ibaraki/
幼いお子様
いお子様とママさんに
子様とママさんに関
とママさんに関わる情報
わる情報を
情報を掲載しています
掲載しています。
しています。

＜ふうあいねっとに新規に加盟した団体のご紹介＞
◆ ふうあいママの会
ふうあいねっとの交流会を通して知り合った避難ママと地元ママで、「ふうあいママの会」を作りました。月に１回ほ
ど、ほっこり心が暖かくなるような交流会をしていけたらと思います。ママじゃなくても、企画内容に興味がある方な
ら参加ＯＫ！お子さん連れの参加もＯＫ！
◇お問い合わせはふうあいねっと事務局まで
発 行：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
連絡先：ふうあいねっと事務局（茨城ＮＰＯセンター・コモンズ内）
〒３１０－００２２ 茨城県水戸市梅香２－１－３９ 茨城県労働福祉会館２階
ＴＥＬ：０２９－３５３－８５６０ ＦＡＸ：０２９－３５３－８５６１
メール：fuai.sta@gmail.com
メール：fuai.sta@gmail.com

けるように美味しく。アボカド

を使った創作お寿司なども魅力

です。

タウン自体
タウン自体が
自体が新しい建物
しい建物のため
建物のため、
のため、住所をナビ
住所をナビ等に入力しても
入力しても見
しても見つから

（日・祝はＰＭ９：００閉店）
駐車場：あり（エビスタウン内）

目指してください
目指してください。
してください。

鮮度にににに自信 味味味味にまごころ

や海老などの定番お寿司はとろ

１９８４年から２７ 年間、店を続 けてき
た浪 江町を離れることになってしま い、福
島市 や埼玉に避難しました。道中で家 族は
散り 散りの生活になってしまいまし たが、
店舗の再開への思いは消えず今年五月、
「や
るし かねえかな」という思いでつくば に越
し て き ま し た 。他 の 色 ん な 場 所 も 調 べ た 結
果、 つくばは新しい街なので自分たち も受
け入 れてもらえるんじゃないかと考え 選び
ました。
研 究学園店は十一月にオープンした ばか
りで 設備的にまだ不便もあり手狭です が、
浪江 のときのお客さんも来てくれます し新
しい お客さんとの出会いもあるので楽 しい
ですよ。
好きな言葉は「桜梅桃李」
（おうばいとうり）
それ ぞれ花ではあるが、それぞれ違う 。自
分の 良いところを活かして、自分にで きる
こと をお客さんに誠実にやっていきた いと
思っています。
こだわりの素材を使ったまぐろ

浪江町 寿寿寿寿しししし松松松松 新店開業

４

顔晴ってます
ふくしま県民 Vol.2

浪江町で二七年間愛され続けた「寿し松」が
「二代目寿し松」として茨城県つくば市に研究
学園店の営業を開始しました。
早速今までの常連の方々、また新規のお客さ
んが足を運んでいます。
大将の松本清治さん、女将の茂子さん、息子
で二代目の武士さんにお話を伺いました。
（取材・文責 ふうあいねっと事務局 小原）

がんば

☆ デ ー タ ☆
住所：茨城県
茨城県つくば
つくば市研究学園
茨城県
つくば
市研究学園 C-30

街区 15 エビスタウン B-１０１
TEL：029-875-7575

FAX：029-875-7676

営業時間：ＡＭ１１：００～ＰＭ２：００

ＰＭ４：００～ＰＭ１０：００

（ラストオーダー９：３０）

※寿し松さんは
さんは飲食モール
飲食モール「
モール「エビスタウン」
エビスタウン」内にありますが、
にありますが、エビス

ない可能性
ない可能性がありま
可能性があります。まずは大型商業施設
まずは大型商業施設「
大型商業施設「イーアスつくば」
イーアスつくば」を

【ふくしまキッズ・カフェ】（土浦市）
立ち上がったばかりの団体です。被災者同士でクッキーやマスク作りを通した交流と情報交換、子供の健
康不安軽減のための体操教室や遠足、親子キャンプを通じて家族との絆を取り戻す、などの活動をしていく
予定です。

【積小為大（
積小為大（せきしょういだい）
せきしょういだい）の会】（水戸市
】（水戸市）
水戸市）
大熊町から茨城県内に避難されている方々のグループです。
今後の会の日程は、２月２４日（日）に茨城県産業会館で財物賠償の勉強会、３月１７日（日）に場所

検

討中で法律相談会および総会をおこなうことにしています。
茨城県産業会館の
茨城県産業会館の場所は
場所は茨城県水戸市桜川２
茨城県水戸市桜川２丁目２
丁目２−３５となっています
３５となっています。
となっています。
お問い合わせはTEL：090-8423-5608(代表の野田さん)
【いい仲間
いい仲間つく
仲間つく浪会
つく浪会】（
浪会】（つくば
】（つくば市
つくば市）
定期的に重ねてきた会ですが、年末年始は少しお休みをしてそれぞれの時間を持ちました。
2 月以降にまた会を再開し、自分たちの企画やつくば周辺で開催される交流会などに参加していく予定です。
交流会の日程などの問い合わせは、古場さんまで

TEL:

090-7790-9574

090-7076-2374

【被災者ママの
被災者ママの会
ママの会】（日立市
】（日立市）
日立市）
被災者ママの
ママの会
HP（
ブログ）
「被災者
ママの
会HP
（ブログ
） http://
http://mamacare
://mamacare.
mamacare.toropi.
toropi.com」
com」
双葉町主婦の
】（つくば
つくば市
【双葉町主婦
の会】（
つくば
市）
双葉町の自治会では「さくら生活学級」などの活動ゆるやかに続けながら、つくば市内の学生の開催する交
流会などにも参加しています。１月にいわき市で行われた「だるま市」の相馬流れ山の踊りに参加された方
も。今後は今年度の反省や来年度の担当も決めていくそうです。

【取手・
取手・南相馬・
南相馬・双葉・
双葉・浜通りの
浜通りの集
りの集い】（取手市
】（取手市）
取手市）
毎月第３土曜日に開催される定例会。２月１６日には亀岡議員を招いて、国の対応や復興について一緒に
考える時間を持ちます。その後、ぼたん鍋をしながら交流会（会費３００円）。
２月１９日には NHK 歌謡コンサートがなんとかとれたこともあり、バスで観覧されます（参加費 1500 円）。
「今後の生活については知恵やお金もなんとか出し合いながら取り組みたい」と話されています。
お問い合わせは三浦さん(南相馬市小高区）まで。電話番号：０９０－８７８５－１７６６
【福結（ふくゆう）会】（結城市）
年末年始は会に参加されている大人や子どもを交えて、震災後に市内で避難先になっていた旅館の協力も
あり、忘年会を賑やかに開催し、その中で会の今後の体制について話し合われました。1 月末には新年の昼
食会を開催、次回の集まりは 3 月上旬に計画しています。
交流会の問い合わせは山田さんまで（浪江町苅宿）

電話番号：080－6024－9982

【３．１１ふるさと
１１ふるさと会
ふるさと会】（石岡市
】（石岡市）
石岡市）
石岡市社会福祉協議会内のボランティアセンターではサロン活動などされている方々や避難者自身で「３.
１１ふるさと会」の活動がされています。ゆるやかなつながりのなかでサロン活動やバードゴルフなどの行
き来もあります。
「活動に参加したい」「趣味や特技を活かしたい」などあればお問い合わせください。
石岡市社会福祉協議会 ボランティアセンター内 「311 ふるさと会」 TEL 0299‐22‐2411

◆“つぶてソング合唱の集い
“つぶてソング合唱の集い in 日立”に先着１００名様ご招待
福島県から避難されている皆様を、”被災地に歌でエールを送ろう”をスローガンにした
演奏会にご招待させていただきたく、ご案内します。
つぶてソングとは、東日本大震災のあとに、福島在住の詩人・和合亮一氏が震災復興への
祈りを込めてツイッターで書かれた「詩の礫（つぶて）」に、作曲家・新実徳英氏が曲をつ
けたものです。
礫とは、広辞苑によると「小石を投げること、またはその小石」です。
今回の演奏会では、作曲家の新実先生ご自身に指揮していただくことになっており、会場
に来られた方へもご指導いただき、一緒に歌うプログラムも組まれています。
【日時】2 月 16 日（土）13：30 開場 14：00 開演
【場所】日立シビックセンター音楽ホール
【申込方法】2 月 15 日（金）17:00 までに、FAX またはメールでお申し込みください。勝手
ながらご招待は先着 100 名までとさせていただきます。
※ コンビニから FAX を送信される方は必ず電話番号かメールアドレスを記入してくださ
い！
１．あて先
FAX：029-353-8561 メール：fuai.sta@gmail.com
２．記入いただく内容：①住所、②氏名、③参加する人数、④連絡先（電話番号、電子メー
ルアドレス等）
３．問合先：電子メール：ryuwatana@net1.jway.ne.jp（つぶてソング実行委員会）

◆ 映画「フタバから遠く離れて」上映会へのご招待の案内
この作品は、ある日突然、故郷とともにすべてを失った避難先の町民の日常を９ヶ月にわ
たって寄り添い記録した作品です。ベルリン国際映画祭をはじめ数々の国際映画祭で高い評
価が寄せられました。
長編ドキュメンタリー映画「フタバから遠く離れて」
【日立会場】 １日３回上映。３月８日（金）午後 シビックセンター多用途ホール
13:30～15:10、16:00～17:40、18:40～20:20 1 回目のみ無料託児あり（要申し込み・城ま
で）
【水戸会場】 上映会＋監督トーク ３月２０日（水・祝）午後
茨城県立県民文化センター小ホール
13:30～15:10 映画上映、15:20～16:30 舩橋淳監督トークショー
問い合わせ：日立事務局 城 0294-21-4439
水戸事務局 茨城映画センター 029-226-3156
メール：futabakara@gmail.com

◆ 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN)
動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN)からのお知らせ
CAPIN)からのお知らせ
捨てられた犬や猫の里親探しや、増えてしまった野良猫の TNR（避妊去勢後元に戻す）活

動を主として県内で行っている他、被災後避難先で飼えなくなった犬猫のお預かりや、放射
能による立ち入り制限区域での犬猫の保護活動など、被災地域での活動も実施しています。
現在、筑波山ふもとにある CAPIN シェルターにおいて被災地域の犬猫を多数保護中で、この
シェルターボランティアも募集中です。
ホームページ：http://www.capinew.jp/、問い合わせ先メール：info@capinew.jp、電話：
090-6112-7179

◆中国の楽器 [二胡]
二胡]のコンサートへご招待！
２０１３年２月１７日（日）１４：００開場（１３：３０開場）
内容：二胡コンサート
場所：フェリヴェール サンシャイン（水戸市白梅 2－3－86）水城高校脇の式場です。
曲目：ひばり 雪の降る街を 節目の天山 花は咲く など
開催：茨城二胡研究会
無料招待：5 組 10 人程度（一般のお客様もいらっしゃっています）
問い合わせ・申し込み：茨城二胡研究会 高木さん TEL・FAX：029－243－5880
※電話の場合「ふうあいねっとのおたよりを見ました」とお伝えください。
※FAX の場合「ふうあいおたよりを見ました」と書いた後
「二胡のコンサート」①郵便番号②住所③電話番号④氏名⑤人数 を記入して送信してくだ
さい。

◆第３回福島避難者こども健康相談会
２月１０日（日）東京の亀戸と調布２会場で同時開催
午前１０時～午後３時 参加無料、相談無料
からだのこと、こころのこと、気になることを相談してこれまでのこと、これからのこと
みんなで話しませんか？
健康相談のほか、暮らしのことや賠償に関することの相談も可能
茶話会コーナーやキッズコーナー、放射能をまなぶ会もあります。
亀戸は ひらの亀戸ひまわり診療所（東京都江東区亀戸 7-10-1 Z ビル 受付：４階）
調布は 調布市文化会館たづくり（東京都調布市小島町 2-33-1 受付：１１階）

いばらき花フェスタ２０１３

２月１６日１０：００～１６：３０

１７日１０：００～１５：００

つくば市・つくばカピオ

当日５００円 TEL 029(301)1111

真壁のひなまつり

２月４日～３月３日 桜川市・旧真壁市街地 TEL 0296(55)1111

筑波山梅まつり

２月１６日～３月２４日 つくば市・筑波山梅林 TEL 029(869)8333

水戸の梅まつり

２月２０日～３月３１日 水戸市・偕楽園、弘道館 TEL 029(224)0441

おまわりさん（茨城県警）のコンサート

２月１６日１４：００ 茨城県立県民文化センター 入場無料
TEL 029(301)0110（茨城県警察本部総務課広報広聴室）

発足から半年が経ったふうあいねっと。これまでの活動を報告
する場、避難されている方が集まる場を作りたいという思いから、
シンポジウムを開催しました。
当日は福島県から避難されている方、ふうあいねっとの支援関
係者、行政職員、報道関係者など約７０人が集まりました。
まず、茨城大学地域総合研究所が避難されている方々に向け
ておこなったアンケートの結果分析が、ふうあいねっと副代表でも
ある茨城大学人文学部の原口氏より発表されました。
次にふうあいステーションのセンター長佐藤より、ふうあいねっ
との発足までの経緯、発足後の活動等について報告をしました。
そして、こちらに避難されてからグループを立ち上げて活動して
いらっしゃる方々に壇上でお話をしていただきました。
それぞれ避難されている方どうしを繋げる活動を継続されてお
り、その内容やこれからへの思いを語っていただきました。
最後に茨城県でのこれからの生活について参加者同士で話し
合う場を設けました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【１１月２３日・つくば】「おもいも会」が開催され、筑波大学の学生と福島の方々でイモの切り口にスタンプを彫ったり、
スイートポテト作りを楽しみました。２月３日には節分をテーマとした交流会を開催。
【１１月３０日・龍ケ崎】ドライフラワーの先生が来て下さり、４組の避難の方がおしゃべりをしながら教えていただき素
敵なクリスマスリースを完成しました。
【１２月１日・日立】ギターの演奏、元パティシエの方のクッキー、お茶を飲みながらのおしゃべりというような内容を３
組の避難の方が楽しみました。
【１２月９日・水戸】水戸市の地域安全課さんの協力もいただきながら開催しました。３組の方がいらっしゃり、みんなで
美味しい浪江焼きそばをいただきました。
【１２月１６日・水戸】茨城大学の学生、常磐大学の学生による子どものお勉強会を開催。サンタが登場してのクリスマ
ス会などで盛り上がりました。
【１月２２日・東海村】未来への風・いちからさん主催でおしるこやお雑煮を食べる交流会を開催しました。７組の避難
者の方が参加し、この様子は NHK 水戸放送局でも紹介されました。
他にも、避難ママと地元ママが協力して「ふうあいママの会」を作りふうあいステーションでの交流会をいつも企画し
てくださっています。また、NPO おたがいさまが那珂市・常陸太田市で野菜収穫やお餅つきなどをやっています。

交流会・イベント
交流会・イベント一覧
・イベント一覧
今後の交流会・茶話会やイベントの一覧です。都合の合うもの、興味のあるものを選んで、ぜひ足を
運んでみてください！お住まいの近くのものに関しては、チラシを同封しておりますので、そちらも
合わせてご覧ください。問い合わせはお気軽にふうあいねっと事務局まで。
日時

場所・時間

２月１０日（日） 大子町
10:00～14:00

内容

問い合わせ先

凍結した袋田の滝を観覧

0294-72-7260 または

袋田の滝

090-6702-5138（ただの）

２月１３日（水） 筑西市甲６７

若き僧侶の説法カフェ

090-1797-3045（小松崎）

２月１４日（木） 龍ケ崎市

バレンタインカフェ

029-353-8560（ふうあい

13:00～15:00

メイクやネイル、色彩心理診断の体験

ステーション）

ギターライブ＆ふれあいランチ

090-1797-3045（小松崎）

２月１７日（日） 土浦市川口

エコキャンドル作りとフラワーアレ

029-353-8560（ふうあい

13:00～16:30

ンジメントセラピー

ステーション）

「積小為大の会」

090-8423-5608

財物賠償の勉強会

（代表の野田さん）

14:00～16:00

たまり場たろう

文化会館

２月１６日（土） 筑西市甲６７
11:30～15:00

たまり場たろう

モール 505 1F

２月２４日（日） 水戸市桜川２丁目
茨城県産業会館
２月２５日（月） 那珂市
１０時～

内宿農村集

落センター

２月２６日（火） 水戸市五軒町
みと文化交流プラザ
２月２７日（水） 筑西市甲６７
14:00～16:00

たまり場たろう

３月９日（土）

北茨城市

10:00～14:00

北茨城事業所

ウィラブ

麹を作り、塩麹で肉・魚・野菜をおい 0294-72-7260 または
しく調理しましょう

090-6702-5138（ただの）

アロマクラフトづくり

029-353-8560（ふうあい

リラックス＆癒しのクリーム・香水

ねっと事務局）

若き僧侶の説法カフェ

090-1797-3045（小松崎）

お茶会（希望者は実費負担にてそば打

0293-43-1208（高松）

ち体験と昼食）

３月１１日（月） 土浦モール 505

心のあかりプロジェクト

029-826-6390（わくわく

14:30～19:00

講演、キャンドル点灯など

プロジェクト土浦）

３月１２日（火） 水戸市五軒町

プリザーブドフラワーづくり

029-353-8560（ふうあい

10:00～12:00

簡単でお手入れも不要なお花

ねっと事務局）

３月１３日（土） 水戸市偕楽園

梅まつりの観覧（予定）

090-6702-5138（ただの）

３月１７日（日） 常陸太田市

伝統的なひな祭りの観覧とソースカ

0294-33-8011（相原）

10:30～14:00

ツ丼のランチを楽しむ

ステージホール

みと文化交流プラザ

スロータウン鯨ヶ丘

３月１７日（日） 水戸市桜川２丁目

4 月 5 日（土）

大熊町「積小為大の会」

090-8423-5608

茨城県産業会館

法律相談、総会

（代表の野田さん）

水戸市

お花見（予定）

090-6702-5138（ただの）

夜の森公園バスツアー（警戒解除なら

090-6702-5138（ただの）

4 月２０日（土） 福島県富岡町

各種相談窓口のご紹介
▼ふくしま心のケアセンター（福島県精神保健福祉協会）
被災者相談ダイヤル“ふくここライン” ０２４－５３１－６５２２
平日９：００～１２：００、１３：００～１７：００ どんなことでも相談可
▼福島いのちの電話 024024-536536-4343 フリーダイヤル
10：00～22：00 年中無休 どんな悩み事でもＯＫ。匿名、秘密厳守
▼女性のための電話相談ふくしま 01200120-207207-440（固定・携帯電話問わず無料）
440（固定・携帯電話問わず無料）
月～金 １０～１７時(祝日除く）
女性の相談員が対応。秘密厳守。福島県外へ避難している方も対応。
▼ふくしまの赤ちゃん 電話健康相談
・乳幼児、妊産婦の健康相談・母乳の放射性物質濃度検査（無料）
福島 024-573-0211 080-2835-9988

会津 0242-85-8303 いわき 080-2826-4604 080-2827-3005

月～金(祝祭日を除く) 9:30～16:30
▼法テラス茨城

０５０－３３８３－５３９０

原発被害、二重ローン、震災に関することなど様々なお困りごとをご相談ください。
▼茨城県災害対策本部福島支援班（茨城県防災・危機管理課内）
茨城県災害対策本部福島支援班（茨城県防災・危機管理課内）029
301-5977
茨城県災害対策本部福島支援班（茨城県防災・危機管理課内）029029-301月～金(祝日を除く) 8:30～17:15 福島県からの避難についてのお問い合わせ
▼個人版私的整理ガイドライン運営委員会茨城支部 029029-222222-3521
「私的整理のガイドライン」に基づく債務の整理にお困りの方を支援しています。県内の銀行員が対応
します。営業時間：月～金（祝日を除く） ９～１７時
▼タウンページ（コールセンター 01200120-506506-309）
309）
お近くの公的施設・病院などについてお困りの方に・・タウンページもらえます！避難者であることを
申し出れば、電話回線を引いていない世帯でも今住んでいる地域のタウンページがもらえます。
▼「いばらき Kids Club」カードもらえます！
Club」カードもらえます！
県内に在住する妊娠中の方や 18 歳未満の子どものいる家庭でもらえます。協賛店舗等で提示す
協賛店舗等で提示すると、料金割引や
協賛店舗等で提示すると、料金割引や
粗品進呈等、協賛店舗が独自に設定したサービスが受けられます。カードの交付は、お住まいの市町村窓口まで。
粗品進呈等、協賛店舗が独自に設定したサービスが受けられます
問合せ：茨城県保健福祉部子ども家庭課少子化対策室 029-301-3261

◆ おたよりについて
＊さまざまな事情で、このおたよりがご自宅に届いていない方がおおぜいいらっしゃることが分かってきま
した。お友達で、このおたよりが届いていない方がいらっしゃれば、事務局までご連絡ください。
した。お友達で、このおたよりが届いていない方がいらっしゃれば、事務局までご連絡ください。
また、お引越しの際には必ず転居届を郵便局にご提出ください。
また、お引越しの際には必ず転居届を郵便局にご提出ください。
事務局より
ふうあいねっと事務局の天井です。おたよりいつも読んでいただきありがとうございます。
事務局内で各地の交流会などをバタバタと編集して発行されている「ふうあいおたより」。
先日、ひょんなことで福島県内のカフェイベントに行った際、双葉郡から茨城県に避難されていて、当日イベント
に参加されていた方とお会いしました。
「おたより見てますよ。自分は交流会などに参加するつもりはなかったけれど、あー見ててくれてるのかって。今
は、前からやっている染物などをやってます。」と話しすることができました。自己満足に聞こえてしまうとも思
いますが、なんだか見ていただいていることに少しホッとした瞬間でした。
ふうあいねっと事務局
ふうあいねっと事務局（
と事務局（℡０２９－３５３－８５６０）Ｅｍａｉｌ：fuai.sta@gmail.com
０２９－３５３－８５６０）Ｅｍａｉｌ：fuai.sta@gmail.com

