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東日本大震災 支援情報ステーション

神奈川県

神奈川県に避難されている皆様に安心して生活を送っていただくため、
総合相談窓口として
「東日本大震災 支援・情報ステーション
（支援・
情報ステーション）
」
を開設しています。
支援・情報ステーションでは、
被災地の復興や避難者支援に関する情報を収集し、
来所される皆様に提供
しています。
また、
社会福祉士を中心とした
「かながわ避難者見守り隊
（見守り隊）
」
が、
避難されている皆様が抱える介護・就労・子育てなどさまざまな課題
に対し、
電話や戸別訪問による助言・サポートを行っています。
見守り隊へのご相談や被災地の復興など気になることがありましたら、
お気軽に支
援・情報ステーションにご連絡ください。
所在地：横浜市中区日本大通1 神奈川県庁第二分庁舎1階
みなとみらい線
「日本大通り駅」
県庁口出口から徒歩3分
京浜東北線(根岸線)/横浜市営地下鉄
「関内駅」
から徒歩10分
開所時間：平日の午前8時30分から午後5時15分まで
Tel：045-210-5970

福島県

一般社団法人ふくしま連携復興センター

ふくしま連携復興センターでは、
福島県外に避難されている方を対象とした相談窓口を開設して
います。
名前は
「ふくしまの今とつながる相談室toiro
（といろ）
」
。
県外で生活されている方々の悩み
や想いはさまざまで、
まさに十人十色だと思います。
それぞれの想いをひとつひとつ丁寧に受け止
め、
お悩みや困り事の解決に向けてお手伝いしたい。
そんな相談窓口です。
お困りのこと、
どこに相談したらいいか分からないことがあれば、
まずはお電話ください。
お電話い
ただきましたら、
お名前・お電話番号を頂戴し、
こちらからかけ直してお話を伺います。
電話代のご心
配なく、
気軽にお電話ください。
お待ちしています。

ふくしまの今とつながる相談室toiro

Tel：024-573-2731
（受付時間：月/水/金 午前10時〜午後5時）

一般社団法人社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」

全

国

どんなひとの、
どんな悩みにもよりそって、一緒に解決する方法を探します。電話相談の専
門員がお待ちしています。
ひとりで抱え込まずに、
お電話ください。
24時間、
通話料無料のフリーダイヤルです。
携帯電話、
PHS、
公衆電話からもつながりま
す。
最初に音声ガイダンスが流れますので、
案内に従って
操作してください。
0120-279-338
（全国から）
0120-279-226
（岩手県、
宮城県、
福島県から）

発行者：特定非営利活動法人 かながわ避難者と共にあゆむ会
【連 絡 先】〒231-0011 横浜市中区太田町4-47 コーワ太田ビル7F「かながわ避難者と共にあゆむ会」宛
【活動拠点】
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民活動サポートセンター
Tel：045-312-1121
（内線4142）
［受付時間：午後1時〜5時
（日祝を除く）
］Fax：045-312-1862
メール：info@hinansha-shien.net ホームページ：http://hinansha-shien.net/
かながわ
協力：神奈川県、
かながわ避難者支援会議
避難者と共にあゆむ会

■活動支援金のお願い
私たちの活動をサポートしてくださる方からの活
動支援金（1口1,000円）
を受け付けております。
ご協力よろしくお願いいたします。
ゆうちょ銀行 振替口座 00250-7-101771
加入者名：かながわ避難者と共にあゆむ会

新年度を迎え、「ともにあゆむ」は毎月発行を目指し
てリニューアルしました。避難されている皆様の交流
や相談の機会について、できるだけ新しい情報をお届
けしたいと考えています。ご意見やご要望、情報掲載
のご相談も、お気軽にお寄せください。
まずは年度の初めに、主に神奈川県内を中心に、避
難されている方向けの相談や情報発信、交流会などを
継続的に実施している団体をご紹介します。あゆむ会
としても、皆様のさまざまなご要望に応えられるよう、
幅広く連携して参ります。

横浜弁護士会
弁護士会館での相談会のほか、交流会などに出向
いて気軽な形での弁護士相談をお受けしています。
震災や原発事故に関連するご相談だけでなく、生活
面での困りごとを相談できる相談会なども開催されています。
横浜市中区日本大通9番地
Tel：045-211-7707（代表）
（受付時間：祝日を除く月〜金 午前9時〜12時、午後1時〜5時）
メール：kanagawagenkokudan@gmail.com
ホームページ：http://110311fkg.jimdo.com/

株式会社ファンケル
交流会などでハンドマッサージやネイル
サービス、青汁試飲をご提供することも多い
ファンケルグループは、東日本大震災直後の義
援金や支援物資の提供に始まり、2011年5月か
ら、被災された方々の心と体を応援する「美と健康のSave the
東北プロジェクト」を立ち上げ、従業員が被災地や神奈川県内の
避難先に直接出向いてボランティア活動を実施しています。
横浜市中区山下町89-1
カスタマーサービスセンター CSR推進事務局（担当：臼井）
Tel：045-226-1798 Fax：045-226-1203
メール：uy0060@fancl.co.jp
ホームページ：http://www.fancl.jp/csr/kizuna/volunteer.html

女性・

川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 親子向け
「東日本大震災で避難している女性のための
ほっとサロン」を月1回開催されています。お料理
やものづくりなど、参加者同士で内容を決めて和
気あいあいと過ごされています。お近くの方はお
気軽に参加されてはいかがでしょうか。
川崎市高津区溝口2-20-1
Tel：044-813-0808
Fax：044-813-0864
ホームページ：http://www.scrum21.or.jp/

とどろき学習室・よこはま学習室

中高生向け

東日本大震災の影響で避難生活を送っている中
高生を対象に、無料の学習支援を行っています。
「と
どろき学習室」は川崎市の武蔵小杉駅、
「よこはま学
習室」は横浜市の横浜駅の近くにあり、それぞれ週
2回、
県内各地から子どもたちが通っています。
【お問い合わせ】
香川大学／慶應義塾大学 鈴木健大
（すずきたけひろ）
Tel：080-5645-6924
メール：shonancafe134@gmail.com
ホームページ：http://g-edu.kmd.keio.ac.jp/todoroki̲school/

避難・支援ネットかながわ 〜Hsink〜 情報提供
東日本大震災により避難を余儀なくされて
いる方々が中心となり団体運営をしていま
す。政府・行政の避難区域に関わらず、生活そ
して生きがいを見いだすためのサポートを目
的とし、該当者にとって有益と考えられる情報の収集と提供を
主たる活動としています。
メール：info.hsink@gmail.com
ホームページ：http://hinansien-netkanagawa.org/

守りたい・子ども未来プロジェクト実行委員会 親子向け

福島原発かながわ訴訟原告団

主に神奈川県内に避難されている、お子さんが
いるご家庭をサポートしています。定期的に開催
している交流会では、お子さんが楽しめるイベン
トを企画してボランティアや学生が子どもたちの
お世話をし、そのすぐそばで保護者交流会を開き
ますので、安心して参加できます。
横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通り公園Ⅲ 305A
神奈川県ユニセフ協会内
Tel：0120-372-895
Fax：045-334-8951
メール：info.mamoritai@gmail.com
ホームページ：http://www.mamoritai2940.com/

東京電力福島第一原発事故の責任の所在を
明らかにし、人間らしい生活を取り戻すため、
国と東京電力に対して損害賠償を求める訴え
を起こし、2013年9月の第1次提訴から2014
年12月の第4次提訴まで61家族174名がこの
訴訟に加わっておられます。福島原発かなが
わ訴訟弁護団、
支援の会
「ふくかな」
と協力して活動しています。
横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6階 馬車道法律事務所内
Fax：045-662-4831
メール：kanagawagenkokudan@gmail.com
ホームページ：http://110311fkg.jimdo.com/

損害賠償
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４月22日㈬・５月14日㈭・５月27日㈬
（第2木曜・第4水曜）午前9時30分〜午後2時頃
東日本大震災の影響で避難している同士が集まって気兼ねなくおしゃべりしながら、
趣味のものづくりを楽しんでいます。
場所：かながわ県民センター 15 階
横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2（横浜駅西口より徒歩 5 分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
参加費：200 円
主催：どんぐりの会（小園 080-5058-7310、大橋 090-4551-1109）

横浜市内

かながわ・あづまっぺお茶っこ会
５月９日㈯ （毎月第2土曜）昼12時30分〜午後3時
神奈川近郊に避難されている皆様が気楽にお話しできる「お茶っこ」を開催します。スタッフがお待
ちしておりますので、おひとりでもお気軽にお立ち寄りください。昼食をご持参いただいて召し上が
っていただくこともできます。小さいお子さまをお連れの場合はキッズスペースもご用意します。
場所：かながわ県民センター 11 階 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2（横浜駅西口より徒歩 5 分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
参加費：無料
主催：NPO 法人かながわ避難者と共にあゆむ会
Tel：045-312-1121（内線 4142）
［受付時間：午後 1 時〜5 時（日祝を除く）
］

川崎市内

女性のためのほっとサロン
４月18日㈯・５月13日㈬（毎月1回）午前10時30分〜午後2時30分
場所：川崎市男女共同参画センター（愛称：すくらむ 21）2 階 第 2 交流室
川崎市高津区溝口 2-20-1（東急線「溝の口駅」/JR 南武線「武蔵溝ノ口駅」から徒歩 10 分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている女性（予約不要）
参加費：無料
主催：川崎市男女共同参画センター
Tel：044-813-0808 Fax：044-813-0864 HP：http://www.scrum21.or.jp
運営協力：川崎市総務局危機管理室、国際ソロプチミスト川崎、昼食ボランティア

日時等は変更される場合があります。
お問い合わせはそれぞれの主催団体までお願いいたします。

藤沢市内

〜神奈川散歩カフェ特別企画〜江の島散策とフラチーム応援
４月25日㈯

集合：午前11時
（小田急江ノ島線
「片瀬江ノ島駅」
改札口）

「湘南アースデイ2015」の福島県復興支援プログラム「江の島フラ・パラダイス2015」に、福島県の富岡町から郡山市に避難されている
方々が結成されたフラチーム「ワロハ」が招待されて参加します。当日は、
懐かしい富岡町の情景を唄った
『桜舞う町で』
を踊る予定とのこ
と。総勢1000人の出演者による合同の踊りも披露されるそうです。
湘南の潮の香りと解放感あふれる江の島の散策を楽しみ、富岡町の方々と交流のひとときを過ごしませんか？
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
参加費：サムエル・コッキング苑の入場料（大人200円/小人100円）を各自ご負担ください。
また、
江の島エスカー
（エスカレーター）
、
シー
キャンドル（展望灯台）を利用される場合はそれぞれ料金がかかります。
主催：NPO法人 かながわ避難者と共にあゆむ会、
協力：NPO法人 神奈川歩け歩け協会 担当：高坂
（TEL：090-2729-1246）
【片瀬江ノ島駅へのアクセス】 各駅停車、快速急行、急行が停車します。
乗り換え例：
JR東海道線「藤沢駅」で小田急江ノ島線に乗り換えて約9分です。
東急田園都市線「中央林間駅」で小田急江ノ島線に乗り換えて各駅停車で約40分です。
藤沢行き急行を利用される場合は藤沢駅で各駅停車に乗り換えとなります。
※江ノ電「江ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」とは離れていますのでご注意ください。

東京都内

第 33 回こっちゃ来たらいいべぇ
４月25日㈯

昼12時〜午後４時

県外避難者のための交流会『第33回こっちゃ来たらいいべぇ』が市ヶ谷のJICA地球ひろばで開催されます。当日は、特別ゲストとしてラ
グビーチーム「近鉄ライナーズ」の選手を招き、ラグビーの楽しみ方などをレクチャーしていただきます。そのほか、勇壮な「銚子はね太
鼓」や「秩父屋台囃子」の皆さんの演奏、プロによるメイクサービス等のビューティーケアコーナー、電車運転シミュレーターなどお子様
と一緒に楽しめる旅ブースなどもあります。ぜひお気軽にご参加ください。
参加ご希望の方は事前にお申し込みください。
場所：JICA 地球ひろば 東京都新宿区市谷本村町 10-5（JR・東京メトロ・都営地下鉄「市ヶ谷駅」徒歩 8〜10 分）
参加費：無料（お弁当付き）
共催：医療ネットワーク支援センター、KNT-CT ホールディングス株式会社
お申し込み・お問い合わせ：医療ネットワーク支援センター（担当：山岸、三上）
Tel：03-6438-2852［受付時間：平日午前 10 時〜午後 7 時］

