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現在の借り上げ住宅にいつまで住むことができるのか、
それは避難されている方々にとって重要な問題のひとつ

6

月

第9号

です。災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間は、
これまで1年単位で延長されてきましたが、避難区域外から
の避難者については、みなし仮設も含めてこの先は供与期間を延長しないという方針が検討されているとの報道が
ありました。
かながわ避難者と共にあゆむ会では、
この制度について知るための勉強会を開催します。
ぜひご参加ください。

6 27

日 時：2015年 月
日(土) 午後2時開始
会 場：かながわ県民センター 11階 講義室1
講

また今号では、駐在員に加えて首都圏に復興支援員を配置した福島県から、その取り組みについての
メッセージをお届けします。
わからないことやお困りごとなど、
相談されてみてはいかがでしょうか。

師：横浜弁護士会所属弁護士（横浜弁護士会災害対策委員会、

無料

参加費：
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：平日 午後1時〜5時）
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横須賀災害ボランティアネッ
トワーク
シンボルキャラクター
「スカナマズ」

法人横須賀市社会福祉協議会「よこすかボランティア
センター」を事務局として1997年6月に設立された市
民団体です。横須賀市における災害時に横須賀市、横
須賀市社会福祉協議会と協力して
「災害時ボランティ
アセンター」の設置、運営を行うことを目的として、
平時
から地域のボランティア団体との交流を図り、
「顔の見
える関係」づくりを始め、各種事業を展開しています。
2013年からは、横須賀市に避難されている方々が

Ŝ൦2ޑć3126༃7ॢ31)*
「お茶会」
野点をたしなみながらの懇親会!!

6 20日(土) 午後1時〜午後3時30分

日時： 月

場所：横須賀市立総合福祉会館 4階ボランティアセンター内
横須賀市本町2-1（京浜急行「汐入駅」徒歩6分、
JR横須賀線
「横須賀駅」徒歩8分）
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方

無料

参加費：

※事前のお申し込みが必要です。
申込み締切は6月19日(金)です。

安心して暮らせるようにと、交流・相談の場「横須賀し

Ŝ

ゃべり場」を開催しています。横須賀の名所訪問、
クリ

猿島探索とバーベキュー大会

スマスリースづくりなど、季節にあったレクリエーショ

東京湾で唯一の無人島「猿島」
の自然と歴史遺産を巡り、
バーベキューも楽
しんじゃおう!!

ンを企画しています。
主催・お問い合わせ先：
横須賀災害ボランティアネットワーク
担当：武藤 明、事務局担当：林 啓之
Tel：046-821-1303
（電話受付時間：平日 午前9時〜午後5時）
メール：shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp
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Ŝ

クリスマスマス飾りをつくりケーキで一足早いクリスマスを楽しもう!!
専門の先生をお招きし、
丁寧に教えていただきますので安心です。
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Ŝ

「料理教室」福島県の郷土料理を作り、みんなで食べよう!!
避難されている方同士でが集まってワイワイガヤガヤ郷土料理を作って食べ
ちゃおう。

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：平日 午後1時〜5時］ 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
広報誌『ともにあゆむ』発行は、
かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金 対象事業です。
避難者と共にあゆむ会
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福島原発被害者支援かながわ弁護団で活動）

横須賀災害ボランティアネットワークは、社会福祉

今年は暑くなるのが早かったですね。
梅雨に入れば湿度も増して過ごしにくくなります。
今号でもいろ
いろな催しを紹介していますので、
少しでも気晴らしになれば幸いです。

福島県避難者支援課 渡邊孝大と申します。
東日本大震災により避難生活を送られている
皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
私は平成27年度より駐在職員として神奈川県庁に駐在し、神奈川県を中心として、東京都・千葉県・静
岡県の4都県を担当しております。平成26年度まではこの4都県を2名の駐在員で担当しておりましたが、
今年度より4名に増員し、東京都駐在の豊田主任主査・一條主事、千葉県駐在の千葉主事とともに、各地の
交流会等への参加や、避難されている方への戸別訪問などを通じて、避難されている皆様と顔の見える
形での対話に努めております。
福島県では、避難されている皆様に安心して暮らしていただくため、神奈川県を始め、関係市町村の御
協力をいただきながら、住宅の支援や、情報の提供、相談、見守り、交流の場の提供などの支援に取り組ん
でおります。今回は、これらの取り組みの中から、神奈川県において平成26年度より開始した復興支援員
の活動について紹介させていただきます。

○福島県復興支援員について
福島県では、平成26年度より南関東の4都県（埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県）において、各県の支援
団体に協力をいただき、復興支援員を配置いたしました。神奈川県においては、神奈川県臨床心理士会に
委託し平成27年2月より5名の復興支援員が活動しております。
避難生活が長期化する中で、避難されている方の抱えている問題も多様化・複雑化してきており、復興
支援員はこれらの、お一人お一人の課題に対応していくことを目的として、主に以下の活動を行ってお
ります。
避難者に対する戸別訪問、
避難者への情報提供・相談対応
避難元・避難先自治体や民間支援団体・専門機関、
および市町村設置の復興支援員との連携・情報共有
戸別訪問については、県外駐在員とともに神奈川県内に避難されている皆様のお宅に訪問し、福島県
や神奈川県の情報をお伝えしたり、現在の生活の状況や、お困りごとなどをお聞きしたりしております。
なお、ご連絡をいただきまして伺うことも可能ですので、お困りごとや不安に思っていらっしゃること
などがございましたらお気軽にご連絡ください。
これから夏本番を迎え、
暑い日が続くかと思いますが、
ご自愛くださいますようお願い申し上げます。

■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

駐在職員相談窓口
復興支援員相談窓口

045-210-5970（神奈川県東日本大震災支援情報ステーション）
045-716-6440（留守番電話対応となり、後日ご連絡いたします）

交流ひろば

横浜市内
双葉町ふるさとの集い
7月4日(土)

7月

午後2時〜午後4時30分

福島県双葉町から避難されている方を対象とする交流会です。昨年に続き
「いわき・まごころ双葉会」
のメンバーが来訪され
ます。
みんなで集まって、
ふるさとの言葉でおもいっきりおしゃべりしませんか。
お子様も楽しめるゲームや音楽も用意していま
す。双葉町の職員も来場され、
復興への取り組みなどもご報告します。
場所：吉野町市民プラザ2階ギャラリー
参加費
横浜市南区吉野町5-26
（横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町駅」
より徒歩5分）
無料
参加対象：福島県双葉町から避難されている方
主催：双葉町、NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会 共催：ふるさとの会
お問い合わせ・お申し込み：Tel：045-312-1121
（内線4142）
（受付時間：平日 午後1時〜5時）

横浜市内
どんぐりの会
7月9日(木)、7月22日(水)、8月13日(木)、8月26日(水)

（第2木曜・第4水曜）午前10時頃〜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。
ご都合のよい時間にお越しください。
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
主催：どんぐりの会（小園 080‑5058‑7310、
大橋 090‑4551‑1109）
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参加費

200円

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。

川崎市内

横浜市内
かながわ・あづまっぺお茶っこ会
7月11日(土)、8月8日(土)（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。
場所：かながわ県民センター11階
参加費
横浜市神奈川区鶴屋町2‑24‑2
（横浜駅西口より徒歩5分）
無料
参加対象：東日本大震災の影響で避難されている方
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：平日午後1時〜5時）

横浜市内
南相馬市ふるさとの集い
7月11日(土)

７〜８月

午後1時30分〜午後3時30分

福島県南相馬市から避難されている方を対象とする交流会です。
今年も相馬野馬追いが近づく中、
故郷への思いは消えるこ
とがありません。
公営復興住宅の進ちょくや、
小高区の避難指示解除に向けたさまざまな取り組みも気に掛かります。
喜びも辛
さも共感できる者同士、
地元の言葉で語り合いませんか？ 南相馬市、
南相馬市社会福祉協議会の職員も来場予定です。
場所：鶴見公会堂 1号・2号会議室
横浜市鶴見区豊岡町2-1 フーガＩ6階
（JR
「鶴見駅」
西口徒歩1分、
京急線
「京急鶴見駅」
西口徒歩5分）
参加費
参加対象：福島県南相馬市から避難されている方
無料
主催：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会、
共催：ふるさとの会
お問い合わせ・お申し込み：Tel：045‑312‑1121
（内線4142）
（受付時間：平日 午後1時〜5時）

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
7月15日(水)、8月19日(水)（毎月1回）午前10時30分〜午後2時30分
避難して暮らす女性のための交流の場として、
月1回開催されています。
これまでのこと、今のこ
と、
これからのことなどを相談できる場、
あなたがあなたらしくいる場としてお気軽にご参加くださ
い。川崎市外にお住まいの方も、
はじめての参加も歓迎です。親子づれもOKです。
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）
主催：川崎市男女共同参画センター
Tel：044‑813‑0808 Fax：044‑813‑0864 ホームページ：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

大和市内

参加費

無料

神奈川散歩カフェ「泉の森公園」

7月18日(土)

午前10時

避難されている方々の親睦と健康づくりを兼ねて神奈川県の名所旧跡を歩いて巡る催
しです。歩く距離は7〜8km、昼頃に解散予定です。詳細は決定次第お知らせします。
集合場所：相鉄線・小田急線「大和駅」
解散予定：小田急江ノ島線「高座渋谷駅」
対象：東日本大震災の影響で避難されている方（定員20名）
主催：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
協力：NPO法人神奈川県歩け歩け協会

参加費

200円

相模原市内
神奈川散歩カフェ
「県立相模原公園」
参加費

200円

8月22日(土) 午前10時
避難されている方々の親睦と健康づくりを兼ねて神奈川
県の名所旧跡を歩いて巡る催しです。歩く距離は7〜
8km、昼頃に解散予定です。詳細は決定次第お知らせし
ます。
集合場所：JR横浜線
「淵野辺駅」
解散予定：JR相模線
「原当麻駅」
対象：東日本大震災の影響で避難されている方
（定員20名）
主催：NPO法人かながわ避難者と共にあゆむ会
協力：NPO法人神奈川県歩け歩け協会

