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◇◆避難者支援ニュース東京◆◇ 

2015.9.16（水）Vol.44 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

皆さま、こんにちは。 

「広域避難者支援連絡会 in東京」事務 

局です。 

 

段々秋らしい気候になってきました。 

季節の変わり目で体調の崩れやすい時 

期ですが、お体に気をつけください。 

台風 18号の被害に遭われた方に、心よ 

りお見舞いを申し上げます。 

 

第 44回避難者支援ニュース東京をお送 

りいたします。詳細は各主催者へお問 

い合わせください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆交流会・イベント情報◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■避難者と支援者による ふれあいフ 

ェスティバル 

東京や関東地域に避難している方と支 

援者による大交流会を行います！都内 

各地からバスを出します。 

http://kouikihinan-tokyo.jimdo.com/ 

日時：10月 24日（土） 

時間：10：30～15：30 

会場：都立木場公園 

主催：広域避難者支援連絡会 in東京  

広域避難者交流会実行委員会 

後援：東京都、福島県、宮城県、岩手 

県、江東区 

問合せ：東京ボランティア・市民活動 

センター 

TEL：03－3235－1171 

 

■福島県から都内に避難されている皆 



様へ～ 第 2回絆バス利用者募集！ 

皆様の声にお応えし『新宿⇔郡山・福 

島』、『東京⇔いわき』間を運行する 

バスを利用し、ご家族・ご友人との交 

流にお役立てください。 

募集人員：100名 

乗車代金：無料 

行き先：（次から１つ選択） 

A:福島コース（新宿発／定員：35名） 

B:郡山コース（新宿発／定員：35名） 

C：いわきコース（東京発／定員：30名） 

乗車有効期間：10月 15日（木）～12月 31 

日（木） 

応募条件：①18歳以上の県外避難者。 

②絆セミナー（10月 14日 14:00～16:00、 

会場：移住・交流情報ガーデン/東京駅 

徒歩 4分/京橋駅徒歩 5分/日本橋駅徒歩 9分） 

に参加できる人。 

③アンケートと乗車チケットの半券を送 

付できること。④バスの予約をご自身で 

行えること。 

応募締切：9月 25日(金）必着 

問合せ: 特定非営利活動法人 医療ネット 

ワーク支援センター 

TEL:03-6438-2852(平日 10：00～19：00) 

 

＜NEW＞ 

■原子力損害賠償に関する最新情報説 

明会 

日時：10月 3日（土） 

会場：台東区民会館 8階 第 2会議室 

台東区花川戸 2-6-5 

東武浅草駅より徒歩 5分 

東京メトロ浅草駅より徒歩 7分 

都営浅草駅より徒歩 10分 

参加費：無料 

【第 1部】10:00～12:00 説明会 

対象：避難指示区域から避難されてい 



る方々 

住居確保にかかる費用の賠償内容を中 

心に解説します。 

【第 2部】10:30～16:45 個別相談会 

対象：原子力発電所事故で損害を受け 

た方々全員、自主避難の方 

主催：原子力損害賠償・廃炉等支援機 

構 

※定員制のため要事前予約 

予約ダイヤル：TEL0120-330-540 

（9:00～17:00・土日祝日も受付） 

 

＜NEW＞ 

■感謝の集い 

（東日本大震災被災者の支援に感謝を 

込めて、地域交流会） 

日時：平成 27年 10月 11日（日） 

開演 12：00（開場 11：30） 

会場：豊洲シビックセンター5階  

ホール（定員：300席） 

江東区豊洲２－１８ 

東京メトロ 有楽町線 豊洲駅下車 7番出 

口より徒歩 2分  

新交通ゆりかもめ 豊洲駅下車徒歩 1分 

都バス利用 「豊洲駅前」下車 徒歩 2分 

対象：どなたでも 

参加費：無料 

参加方法：直接会場にお越しください 

（満席の場合、入場をお断りすること 

がございます） 

ナビゲーター：桂吉坊（上方落語家） 

演目： 

１．舞踊（小藤流分家悠駒の会：福島 

県南相馬市出身 現在江東区東雲在住/ 

ゲスト 坂東栄三藤） 

２．太鼓（日本太鼓 助六太鼓流 六 

角会：東京都江東区東雲） 

３．筝（琴men大川義秋：福島県双葉町 



出身 現在埼玉県戸田市在住 大学 2年 

生） 

４．落語（桂吉坊） 

５．舞踊（小藤流分家悠駒の会） 

*フィナーレ：相馬盆唄（東雲盆踊り同 

好会） 

主催：日本舞踏歌謡舞踏 小藤流分家 

悠駒の会 代表 小藤悠駒 

電話：090-9532-9579 

後援：福島県 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆就職相談会◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■巡回就職相談会（予約不要） 

ご事情に合わせて正社員・契約社員・ 

パートアルバイト等、様々なお仕事を 

紹介しています。 

日時：9月 26日(土)、10月 6日(火)、10 

月 24日(土)  

時間：火曜日・13：00～16：00 

   土曜日・13：00～15：00 

※受付は 30分前まで 

会場：東雲住宅 集会場 1 

問合せ：東京しごとセンター東京都緊 

急就職支援事業窓口 

TEL：03-5211-2900 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆助成金・基金情報◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■広域避難者地域活動サポート制度 

http://chuo.rokin.com/about/csr/tohoku_earthquake.html 

東日本大震災および原発事故により、 

〈中央ろうきん〉の営業エリアである 

関東 1都 7県に避難されている方々の団 

体の活動、また避難当事者を中心とし 

た支援団体の活動に助成する制度です。 

募集期間：2015年 6月～2015年 11月 30日 

助成対象期間 2015年 6月～2016年 3月末 



に行われる活動  

助成金額 1団体上限 10万円（助成は 1回 

のみ）  

問合せ：東日本大震災支援全国ネット 

ワーク（JCN）広域避難者支援担当 

TEL：03-3277-3636 

 

■みちのく未来基金 

http://michinoku-mirai.org/ 

大学・短大・専門学校の入学金・卒業 

までの授業料を一人あたり年間 300万円 

を上限として返済不要で給付します。 

他の奨学金と併用して受給することも 

可能です。 

問合せ：公益財団みちのく未来基金 

info@michinoku-mirai.org 

tel:022-343-9996 

（平日 9:00～17:00） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆総務省からのお知らせ◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■平成 27年度 10月 5日よりマイナンバー 

制度スタート 

今年 10月以降、住民票の住所地にあな 

たの「マイナンバー」をお知らせします。 

※やむを得ない理由により住民票の住所 

で受け取ることができない方は居住情報 

登録申請書を 8月 24日（月）～9月 25日（金） 

に住民票のある住所地の市区町村に持参 

または郵送してください。 

申請が必要な方：①東日本大震災による 

被災者で住所地以外の居所に避難されて 

いる方。②DV、ストーカー行為等、児童 

虐待等の被害者で住所地以外の居所に移 

動されている方。③一人暮らしで長期間、 

医療機関や施設に入院・入所されている 

方。 

※申請書は総務省ホームページでダウン 



ロードできます。 

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/ 

TEL：0570-20-0178（ハローダイヤル） 

※もしくは、住民票住所地の市区町村に 

お問い合わせください。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇◆定期サロンのご案内◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■千代田区 

『ほっとサロン＠ちよだ』 

日時：毎月第 4木曜日 

時間：10:00～12:00（内容等により変 

更あり） 

場所：九段上区民集会室 

千代田区九段南 2-9-6 

問合せ：千代田区社会福祉協議会ボラ 

ンティア係 

TEL：03-5282-3711 

 

■新宿区 

（1）日時：毎週水曜日 

時間：14:00～16:00 

場所：新宿けやき園 

新宿区百人町 4-5-1 

問合せ：新宿区社会福祉協議会 ボラ 

ンティア・市民活動センター 

TEL：03-5273-9191 

（2）『さんさん広場』 

日時：毎週第 2土曜日 

時間：13:00～16:00 

場所：都営百人町 4丁目第 4アパート 14 

号棟集会室 

新宿区百人町 4-5-14 

問合せ：新宿区社会福祉協議会 ボラ 

ンティア・市民活動センター 

TEL：03-5273-9191 

（3）『ほっと安心カフェ』 

日時：毎月第 1、3木曜日、第 1土 



曜日、第 4土曜日 

時間：13:00～16:00 

場所：都営百人町 4丁目第 2・4・5アパ 

ート各集会室（木曜日 14号棟前/土曜日 

16号棟前/水曜日 10号棟前） 

JR・西武新宿線・東京メトロ 高田馬 

場駅徒歩約 10分 

問合せ：新宿区高齢者福祉課高齢者支 

援係 

TEL：03-5273-4594 

※茶菓代として受付時に 100円頂きます 

 

■江東区 

『東雲住宅交流サロン』 

日時：毎週火、木曜日 

時間：13:00～16:00 

場所：国家公務員宿舎東雲住宅内集会 

場 

江東区東雲 1-9-9 

問合せ：江東区社会福祉協議会 

TEL：03-3647-1895 

 

■大田区 

『交流サロン』 

日時：毎月 1回（20日頃を予定） 

時間：10:30～12:00（内容等により変 

更あり） 

場所：大田区被災地支援ボランティア 

調整センター 

大田区蒲田 5-13-26-101 大田区立消費 

者生活センター2階 

問合せ：TEL 03-3735-3840 

※10:00～19:00（日曜定休） 

 

■中野区 

『来らっせしらさぎ』 

日時：毎週金曜日 

時間：10:00～12:30 



場所：白鷺一丁目第 3アパート 第 3集会 

室 

中野区白鷺 1-4 

【専門相談】10:00～12:00 

法律相談（第 1金曜日） 

就職相談（第 3金曜日） 

健康相談（適時） 

問合せ：中野区社会福祉協議会 中野ボ 

ランティアセンター 

TEL：080-4455-7368（専用電話） 

※第 1金曜日は巡回バスあり（事前予約 

制） 

 

■豊島区 

日時：火・木・土及び 4の付く日（4日 

、14日、24日）※祝日は休館 

時間：13:00～17:00 

場所：巣鴨サロン カモノス 

TEL：080-5195-7164 

豊島区巣鴨 3-19-4 SKビル 1階 

※千川サロンゆうゆうは、平成 27年 3月 

31日をもって閉館いたしました。 

問合せ：豊島区民社会福祉協議会  

総務課 

TEL：03-3981-2930 

 

■荒川区 

日時：毎月第 4金曜日 

時間：13:30～16:30（内容等により変 

更あり） 

場所：都営町屋 6丁目住宅第二集会室 

荒川区町屋 6-22-2 

問合せ：荒川区社会福祉協議会 避難 

者支援担当 

TEL：03-3802-2794 

shomu@arakawa-shakyo.or.jp 

 

■足立区 



『足立区新田ふるさと会』 

日時：第 2、第 4火曜日 

時間 13:00～17:00 

場所：新田地域学習センター 第 1学習 

室 

東京メトロ南北線「王子神谷駅」より 

徒歩 10分/JR・京浜東北線「王子駅」よ 

り都バス王 49系統「環七新田」下車 3分 

問合せ：足立区社会福祉協議会 地域福 

祉部 地域福祉課 基幹地域包括支援セ 

ンター 

TEL：03-5861-3373 

 

■江戸川区 

区内避難者応援ルーム 

『こらっせ えどがわ』 

情報提供：毎日 

時間 9:00～21:30 

場所： 

（1）小松川さくらホール 2階 集会室 

地下鉄都営新宿線「東大島駅」徒歩 10分 

（2）東部区民館 2階 集会室 

地下鉄都営新宿線「瑞江駅」徒歩 5分 

問合せ：江戸川区役所地域振興課 コミ 

ュニティ課 

TEL：03-5662-0510 

 

■立川市 

日時：毎週月、水、金曜日 

時間：9:00～15:00 

場所：大山団地集会所 D集会所 

立川市上砂町 1-13-1 

問合せ：立川・東日本大震災避難者を 

支援する会（大山自治会事務所） 

TEL：042-537-4427 
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◇◆連絡会からのお知らせ◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



■このメールは、連絡会に関係する団 

体および読者の皆さまからの情報を元 

に作成しております。皆さまからの情 

報をお待ちしています！ 

 

■メールの配信停止を希望される方 

は、お手数ですが、 

kouikihinan@tvac.or.jpまで配信停止 

希望と書いてご連絡ください。 

 

■「広域避難者支援連絡会 in東京」は 

避難者支援団体のネットワーク作りや 

支援情報の発信等を通して避難者支援 

の充実・工夫を図ることなどを目的と 

して、都内 11の団体により平成 25年 5月 

に設立されました。詳しくは以下のペ 

ージをご覧ください。 

http://kouikihinan-tokyo.jimdo.com/ 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

＜発行・お問い合わせ＞ 

「広域避難者支援連絡会 in東京」 

事務局 千代川・高橋・加納 

東京ボランティア・市民活動センター 

Tel：03-3235-1171 

kouikihinan@tvac.or.jp 

 


