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◇◆避難者支援ニュース東京◆◇ 
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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。 

 

もうすぐ師走。1年が経つのはあっとい 

う間ですね。年末の『お正月の会』の 

情報も入ってきました。 

 

第 49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◆◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜NEW＞ 

■東京しごとセンター 

これからの「はたらく」を考える会 

～震災 5年を迎えるにあたり～ 

日時：12月 5日（土） 

時間：13:30～15:30 

（受付開始：13:15） 

場所：東京しごとセンター2階「ネクス 

トジョブルーム」 

内容：「はたらく」についての自分の 

考え方を見つめるワーク（カードゲー 

ム方式）＋座談会 

対象：都内・関東地域に避難されてい 

る方 

※ご参加希望の方は下記までお問い合 

わせ下さい 

（お申込み状況によりご参加いただけ 

ない場合もございます） 

申込み締め切り：12月 3日（木） 

申込み・問合せ： 



東京しごとセンター 緊急就職支援窓口 

TEL 03-5211-2900 

（平日 9:00～20:00/土曜 9:00～17:00） 

 

＜NEW＞ 

■広域避難者交流会 お正月準備の会 

in町田 

日時：12月 26日（土） 

時間：10:30～14:00 

場所：町田シバヒロ 

内容：もちつき、焼きそば、焼き鳥、 

子ども向け体験コーナーなど 

対象：都内および近隣に避難されてい 

る方、支援者の方、町田市一般市民の 

方 

参加費：500円（避難者の方にはお餅の 

お土産付）※中学生以上 

問合せ・申込み： 

東京ボランティア・市民活動センター 

広域避難担当 

TEL 03-3235-1171 FAX 03-3235-0050 

kouikihinan@tvac.or.jp 

申込み締め切り：12月 22日（火） 

 

■「縁 joy・東北」2015 

日時：11月 28日（土） 

時間：10:00～15:00 

場所：きぼーる広場アトリウム 

（千葉市中央区中央 4－5－1） 

内容：ステージ企画/手作り体験/福島 

・宮城・岩手の物産販売/ウルトラマン 

ティガとの撮影会/専門家相談等 

※被災地の役場職員も参加します 

対象：どなたでも（千葉に避難されい 

ている方は、事前にお知らせいただけ 

ると嬉しいです） 

問合せ：NPO法人ちば市民活動・市民事 

業サポートクラブ 



TEL 043-303-1688 

npo-club@par.odn.ne.jp 

（担当：風間 鍋嶋） 

 

■福島県から都内に避難されている皆 

様へ 第 3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：40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） 

B：郡山コース（新宿発） 

C：いわきコース（東京発） 

乗車有効期間： 

12月 19日（土）～2016年 2月 15日（月） 

応募条件：①18歳以上の県外避難者 

②絆セミナー（12月 19日（土）14:00～ 

16:00、会場：アットビジネスセンター 

東京駅・303号室※JR東京駅徒歩 6分） 

に参加できる方 

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：11月 30日(月）必着 

問合せ: NPO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) 

 

■ふるさと復興の今が分かるツアー  

ご案内 

都内に避難されている方々を対象に、 

10月以降 6回にわたり、被災地に赴き 

復興の状況を実際に見て、地元に触れ 

ていただくツアーです。 

日時：6回目.12月 2日（水） 



福島県（避難指示区域外）からの避難 

者向け 

旅行代金：無料（食事代及び都内の集 

合場所までの交通費は自己負担） 

募集人数：福島県・30名 

    （バス利用） 

※応募者多数の場合は抽選とします。 

応募の代表者は 18歳以上の方（同乗者 

は 18歳未満も可）とし、同乗者も含め、 

各コースの被災県から都内に避難して 

いる方々が対象となります（1世帯 2名 

まで）。 

申込期限：第 6回/11月 18日（水） 

参加方法：FAX、E-mail、郵送 

    （期限までに必着） 

申込み・問合せ： 

東京都総務局都内避難者支援課 

新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一庁舎 13階 

TEL：03-5388-2384 

FAX：03-5388-1261 

E-mail：S0000910@section.metro.tokyo.jp 

※件名は「ふるさとツアー申込み」と 

お書きください。 
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◇◆就職相談会◆◇ 
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■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：11月 28日(土)  

時間：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◆◇ 
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■ふくしまっ子体験活動応援補助事業 

http://www.syakai.fks.ed.jp/project6/project6.html 

自然体験活動や交流活動等を実施する 

団体に、宿泊費と交通費・体験活動費 

を夏期間または冬期間のどちらか 1団体 

1回まで補助します。 

期間：冬期間 12～1月（受付は平成 27年 

11月 2日～平成 28年 1月 15日） 

対象：県内在住または東日本大震災の 

影響により避難中の 1歳以上の幼児、小 

学生、中学生及び引率者、保護者等 

条件：1）補助対象の子どもが 5人以上 

いること 

2）体験活動実施場所・宿泊場所は福島 

県内であること 

問合せ：福島県教育庁 社会教育課 

TEL 024-522-3090 

 

■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） 
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◇◆定期サロンのご案内◆◇ 
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■東京の避難母子「ほんわか広場中国 

料理教室」 

料理の鉄人「陳健一」氏の系列の四川 

地方の料理に、薬膳や玄米を取り入れ 

た体に優しい本格中国料理を学び交流 

します。 

日時：毎月第 2月曜 

場所：千代田区 

対象：福島から東京に小学生以下のお 

子様と避難されている方 

主催・問合せ：特定非営利活動法人  

こどもプロジェクト 

TEL：03-6280-8422 

info@kodomo-project.com 

 

■千代田区 

『ほっとサロン＠ちよだ』 

日時：隔月 1回 

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 

（平成 27年 4月から開始時間変更） 

場所：新宿けやき園 

新宿区百人町 4-5-1 

（2）『さんさん広場』 

日時：毎月第 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 

（1）および（2）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水曜日 

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 

※受付時に 100円のご用意をお願い致し 

ます（茶菓代） 

 

■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 



室 

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（土・日曜日のいずれか 

に不定期開催） 

時間：10:00～12:00（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 03-6424-8972 

※9:00～17:00（平日） 

 

■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 1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） 

健康相談（適宜） 

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：巣鴨さろん 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集会室 

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◆◇ 
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■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、都 

庁「定期便」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 

 


