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ふうあい

おたより

２０１２年
１１月

人と人、心と心をつなぐ。

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」事務局です。
暑い夏が過ぎ、すっかり秋めいてまいりました。
あたたかいものが美味しい季節ですね！
私たちも、交流会であたたかいお茶をご用意してお待ちしております。

さて、今回の「ふうあいおたより」でも、私たち主催の交流会の様子や、これからの交流会の
日程をお知らせしていきます！

★「ふうあいねっと」
ふうあいねっと」って、
って、なに？？
なに？？

「ふうあいねっと」についてピンとこられていない方もたくさんいらっしゃると思いますので、改
めてお伝えします。
「ふうあいねっと」は、茨城県に避難されている福島県および東北の皆様を全県
的に支援するため結成されたネットワーク組織です。茨城県内のＮＰＯやボランティア団体、法律
等の専門機関を中心に結成されています。現在の主な活動内容としては、茨城県内の各地で交流会
等の専門機関を中心に結成されています。現在の主な活動内容としては、茨城県内の各地で交流会
を開催し、福島県および東北の皆さんに繋がっていただく機会を作ることです。

＜ふうあいねっとに新規に加盟した団体のご紹介＞
◆ふくしま妊産婦乳幼児母子支援 茨城キリスト教大学磯山・渋谷研究室（日立市）
茨城県北部を中心とした妊産婦・乳幼児・母子支援を目的として活動します。
◆ふくしまキッズ・カフェ（土浦市）
福島県からの避難者をメンバーに、「子供が安全で健康で楽しく過ごせるように」自ら発信
する団体です。ゆっくりと走り出したいと思っています。
発 行：「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

９~１１⽉に開かれたふうあいねっと主催の交流会のようすをお伝えします♪

９月２２日
筑波学院大学にて、浪江町の方がたくさん集まって
交流会が開催されました。
つくばで避難者の会を２つ立ち上げていらっしゃる
古場さんご夫妻が中心となり企画。
当日は浪江町の馬場町長も駆けつけ、参加者に向け
て話をされました。また、民謡歌手の原田直之さん
のコンサートも開かれました。
主催：元気つく場会(いい仲間つく浪会)
写真：参加者と歓談する馬場町長

１０月１３日
鹿嶋での交流会
当日は鹿嶋市まちづくり市民センターの和室で開催。
参加されたご夫婦の避難と再会までの話、お仕事の話、別の交流会にも参加しているという話。
交流会にお招きした専門職の方も参加者として震災や現在の住まいの神栖市の話を深めてい
くなど、まったりとお茶会を楽しみました。

１０月１４日
パパ・ママカフェ in 水戸

けでフリーマーケットでお買い物を楽しんだりし
ました。

写真：Ｇボールを真ん中に集め、子どもたちはその上
に乗っちゃいました♪

写真：
茨城大学で開かれたフリーマーケットを楽しむ子どもたち

「G ボール」を使って親子で遊んだり、キッズだ

１０月２０日
卵の殻でエコキャンドル♪＠土浦
卵の殻に廃油で作ったキャンドルの素材を自分で
入れてエコキャンドルをつくります♪
土浦の交流会では今後も来年の３月１１日に向け
てこうしたエコキャンドルを作っていきます！
主催：わくわくプロジェクト土浦

写真：かわいいエコキャンドルが作れました

１０月２１日
水戸でそば打ち体験の交流会が開かれ
ました。
水戸近辺に避難されている大熊町の方
たちのグループ「積小為大（せきしょう
いだい）の会」が皆さんで参加してくだ
さり、たくさんの方で賑わいました♪
主催：茨城県健康生きがいづくりアドバイザー協議会
写真：手に力を込めて、そば打ち！

１０月２１日
牛久市の老舗四川料理店「甲子亭」さん
で美味しいお料理を頬張りながら交流
会。
参加者の方がマジックをして子どもたちを
楽しませてくださったり、カラオケで気持
ちよく歌われる方もいました♪
主催：りゅうのしっぽ

写真上：食事とおしゃべりを楽しむ参加者のみなさん
下：ハンドマッサージもありました

これ以外にもたくさんの交流会を開催しました！
お伝えしきれないのが残念ですが、ふうあいねっ
とのブログに随時掲載しています！
ぜひ、ご覧ください。
http://fuai.hatenablog.com/
また、「ふうあいねっと」で検索していただけば
すぐに出てきます。

福島県から来られている方々による自主グループの最近の活動をご紹介します♪
【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。ゆっくりと走り始めたいと思っています。

【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
】（水戸市）
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。１０月には茨城県生きがいづく
りアドバイザー協議会の蕎麦打ちに参加されました。定期的に開催されている勉強会・交流
会は１１月２５日，１２月２２日の９時～１２時に開催。場所は茨城県産業会館（茨城県水
戸疎桜川２丁目２-３５）
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）
９月２２日には県内外から１５０人が集まる会を開催しました。来たる１１月１８日は桜
老人福祉センターで定例のおしゃべり会をした後、別の場所で開催されている芋煮会に参加
し、浪江の踊りを披露します。こちらは１１月１４日までに古場さんまでお申し込みくださ
い。１２月９日(日)１０：００～１５：００には、豊里交流センター（つくば市高野１１９７
－２０）で少し賑やかにクリスマス会を計画中です。
お問い合わせは

古場さん(浪江町幾世橋）

電話：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）
同じ立場のママ同士で壁を感じず話せる場が欲しい”という想いから、南相馬市出身の３児
のママが今年２月に立ち上げた会です。このコミュニティーの場をきっかけに「話すこと、聞
くこと、共感しあえること」が、同じ境遇で苦しむママたちの元気のきっかけにつながれば、
と思い活動しております。定期的にサークルといった気軽な形でお茶の場を開催したり、メイ
ク企画などでママを内面・外見からも美しくサポートしてゆきます。次回のサークルお知らせ
などは被災者ママの会ブログ内でご覧になれます☆
「被災者ママの会ブログ

http://mamacare.toropi.com」

【双葉町つくば
双葉町つくば自治
つくば自治会
自治会】（つくば
】（つくば市
つくば市）
会では復興や仮の町のことについて情報収集、話し合いや勉強会を重ねてきました。現在は

個々人で相談等行いながら、それぞれの自立や落ち着いた時間を大事にされています。現在は
３０人ほどで「さくら生活学級」を開設し、手芸、フラワーアレンジメントなどをされていま
す。３０日にはシャトーカミヤや予科練平和祈念館に行くという予定も。
今月は双葉町民が参加して復興まちづくり計画を策定する「７０００人の復興会議」がつく
ばで開催されます。現状や今後のために必要なことを話し合います。

【取手・
取手・南相馬・
南相馬・双葉・
双葉・浜通りのつどい
浜通りのつどい】（
りのつどい】（取手市
】（取手市）
取手市）
今年の1 月から毎月第 3 土曜日、交流会を 喫茶スペース「戸頭おやすみ処」で続けていま
す。地元町会長さんやボランティアの方々、顔馴染みになった同士、お互いが孤独になったり
体調を崩したりしないよう、少しでも支え合いながら続けていきたいと思います。11 月は房
総半島への日帰り旅行を開催予定。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（
福結（ふくゆう）
ふくゆう）会】(結城市)
結城市)
主に結城市で生活している方が集まっています。近隣の方もどうぞ！グループ独自で活動で
きるよう試行錯誤をしながら活動中。12 月は忘年会、1 月はシンプルなおしゃべりの場にす
る予定です。近隣の方、参加したい方、会のちょっとしたお手伝いができるよという方、交
流会の日程などお問い合わせは、代表の山田さんまで(浪江町苅宿)
電話番号：０８０－６０４２－９９８２

【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）
11 月 3 日には石岡ボランティアまつりに参加。11 月 10 日は豚汁交流会とキャンドルナイト
に参加します。また、翌日 11 日（日）に石岡市眞家地内に 10 数年前農業をするため就農した
方から柿狩りのお誘いで参加します。柿狩りの帰りは芋煮会で四方山話交流会を開きます。
その集まりの際に、今後の日程を決めるそうです。

■情報
情報コーナー
情報コーナー

演劇「
演劇「椿姫」
椿姫」にご招待
にご招待！
招待！

オペラ「椿姫」をモチーフに、「椿姫」を上演している劇場で働く人たちを描いた物語。
ピアノでご出演されている永岡晶子さんは大熊町から水戸市に避難されています。大熊町
では、ピアノの先生をされていました。
・日時：２０１２年１２月１日（土）午後１時半～、午後５時～
１２月２日（日）午後１時半～
・会場：日立シビックセンター多用途ホール（２階）
・料金は通常１，０００円のところ、申し込みの際に「ふうあいおたよりを見ました」と言え
ば無料で観覧できます。
・お申し込み・お問い合わせ先：ART・楽がき

TEL:０２９４―２３―１１１２

今後このページでは、福島県から茨城
県に来られている方をご紹介していき

顔晴ってます

ます。
今回は水戸市で整体院を開業された天

ふくしま県民

野さんに取材をお受けいただきまし
た。

あまの施術
あまの施術院
施術院(整体)
整体) 水戸
天野貴博さん
院長 天野貴博
さん

タ ☆

住所：〒
〒３１０－
３１０－０９０３
茨城県水戸市堀町４２６
４２６－
茨城県水戸市堀町
４２６
－７
電話番号：０９０
０９０－
０９０－７７９３－
７７９３－３７２１
施術は予約制です。
受付：ＡＭ９：００～ＰＭ８：３０
施術：ＡＭ９：００～ＰＭ１０：００
定休日：毎週日曜日
（急な休みもありますのでまずはお電話
を！）
施術料：4,000 円
駐車場：あり

右が簡単な地図となりますが、詳しい道
順については天野さんか、ふうあいねっ
と事務局の小原までお問い合わせくださ
い。（０２９－３５３－８５６０）

震災前は、南相馬市小高区にある商店街で営業して
いました。ものすごい地震で壊れた食器を片付けている
間に、最寄りの駅の近くまで津波が迫っていました。震災
後は山形県への避難を経て、現在の場所では今年の５月
から営業しています。。

ー

この仕事をしていて嬉しいのは、腰痛や肩こりの痛みが
軽くなったり、しびれで歩けなかった患者さんが１，２回
の施術で歩けるようになったり、ストレスで眠れなかった
人が施術中に眠ってしまったりするのが見られる時で
す。
施術家である以上、痛みや辛さを抱えている人を笑
顔にしたい。痛みをやわらげたいと思っています。

☆ デ

肩こり、腰痛、骨盤の歪み、神経痛、猫背などでお悩み
の方、お気軽にご相談ください。
「情熱も燃やして、脂肪も燃やして施術します！」

真ん中が院長の天野貴博さんです。お父様、お母様と。

交流会・イベント
交流会・イベント一覧
・イベント一覧
おかげさまで、避難されてきている方を対象とした交流会やイベントが非常に多くなってきまし
た。そのため今回は一覧表の形にしました。ご都合の合うもの、ご興味のあるものを選んで、ぜ
ひ足をお運びください！お住まいのお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。詳しい場所、時間、内容についてのお問い合わせはお気軽に、
ふうあいねっと事務局まで。電話番号：０２９－３５３－８５６０
日時

場所

内容

問い合わせ先

１１月１７日（土）

常陸太田市

そば打ち、料理、食事等

只野 090-6702-5138

１１月１７日（土）

常陸太田市

南相馬の苗木植林。交通費補助

みのわ 080-3451-6135

有り
１１月１７日（土）

北茨城市

茶話会＆コーラス鑑賞（未定）

高松 0293-43-1208

１１月１８日（日）

土浦市

エコキャンドル作り&ワンちゃん

ふうあいねっと 029-353-8560

とのふれあい
１１月２３日（金）

つくば市

スイートポテトとお芋スタンプ

吉田 080-1215-2514

作り
１１月２５日（日）

水戸市

「積小為大の会」

野田さん

090-8423-5608

大熊町住民の集まり
１１月２６日（月）

那珂市

そばうち、野菜の収穫等

只野 090-6702-5138

１１月３０日（金）

龍ヶ崎市

クリスマスリース作り＆カフェ

ふうあいねっと 029-353-8560

１２月１日（土）

日立市

茶話会＆ミニコンサート

ふうあいねっと 029-353-8560

１２月１日（土）

美浦村

茶話会＆個別相談

美浦村ボラセン 029-885-7080

１２月２日（日）

水戸市

そばうち体験会

白石 029-247-8158

１２月８日（土）

日立市

茶話会、石鹸作り、など

磯山 090-8016-3924

１２月９日（日）

つくば市

いい仲間つく浪会

古場さん

クリスマス

090-7790-9574

会
１２月９日（日）

常陸太田市

そばうち

相原 090-9369-5394

１２月９日（日）

水戸市

浪江やきそば食事会、交流会、

ふうあいねっと 029-353-8560

１２月１１日（火）

水戸市

健康体操＆お茶会

ふうあいねっと 029-353-8560

１２月１５日（土）

常陸太田市

お餅つき会

只野 090-6702-5138

１２月１５日（土）

水戸市

ふうあいねっとシンポジウム

ふうあいねっと 029-353-8560

（自主グループリーダー登壇、
避難者アンケート結果発表等）
１２月１６日（日）

水戸市

茨城大学学生による子供学習支

ふうあいねっと 029-353-8560

援
１２月１６日（日）

つくば市

宗像恒次氏講演

金久保 090-2410-5923

１２月１７日（月）

那珂市

お餅つき会

只野 090-6702-5138

１月１７日（木）

水戸市

ほっこり昼食会

ふうあいねっと 029-353-8560

１月２２日（火）

ひたちなか市

おしるこ、お雑煮

おぎ 080-5496-6281

各種相談窓口のご紹介
▼法テラス茨城

050050-33833383-5390

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
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）029029-301301-5977
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
▼茨城県行政書士会
茨城県行政書士会 県北支部 02940294-4343-2735
相続手続、自動車関連手続、法人設立手続、内容証明書・各種契約書などの作成、その他、お気軽にご
連絡ください。月～金(土日も対応可) 9：00～19：00
▼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ると、
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
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
まいの市町村窓口まで。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
▼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

◆差し上げますコーナー
・スタッドレスタイヤ４本 トヨタ「ビスタ」
に４～５ヶ月の使用 幅

事務局より
３度目の「ふうあいおたより」の発行と

１８．５ｃｍ、扁平率７０％、１４インチ、ホイール無し

なりました。掲載内容に関するご意
(問い合わせ：029-353-8560)
見、ご感想、交流会や自主グループ等に
関するお問い合わせをお気軽にお寄せ
◆ おたよりについて

ください！
＊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

次回の発行は、１月です。
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、「こういう
おたよりが届いていない方がいらっしゃれば、「こういう
お手紙があるよ」とお伝えの上、事務局までご連絡ください。
お手紙があるよ」とお伝えの上、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。

ふうあいねっと事務局
（℡０２９－３５３－８５６０）
Ｅｍａｉｌ：fuai.sta@gmail.com
Ｅｍａｉｌ：

