
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。

前回の「ふうあいおたより」をみなさんにお届けしてから早や２ヶ月・・・

いかかお過ごしでしたか？

前回のおたよりをご覧になって、ふうあいステーションにお越しいただいたり、交流会に

参加してくださった方がたくさんいらっしゃいました。

今回のおたよりでは、今までの交流会の様子もお伝えいたします！

そして、これから行われる交流会についてもお知らせしていきます。

情報量が多くなってしまいましたが、ぜひお読みください。

ふうあい　おたより

人と人、心と心をつなぐ。

第２号

発行：

２０１２年

９月

◎ふうあいねっとメディア情報◎

ホームページなどを開設しました。ぜひ、アクセスしてください。

ホームページを開設しました！

http://www.hope-joban.org/

ブログを開設しました！

http://fuai.hatenablog.com/

フェイスブックページを開設しました！

http://www.facebook.com/fuainet

ツイッターアカウントを取得しました！

@fuainet　

ふうあいねっとに新規に加盟団体した団体のご紹介

茨城県健康生きがい作りアドバイザー協議会（笠間市）

　　　　　　　　　　　◆笠間市で高齢の方を中心としたサークル活動をしています

ＮＰＯ法人おたがいさま（常陸太田市）

◆見守り活動やサロンの運営等をしています

絵本でスマイルアゲイン（つくば市）

◆絵本を通して、被災地の子どもたちを支援しています

ルピナスの会（つくば市）

◆つくばに元々住んでいたママと、避難してきたママが繋がりました

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ー８５６０　ＦＡＸ：０２９－３５３－８５６１

　　　　メール： fuai.sta@gmail.com 
　　　　　　　　　　ふうあいねっとは福島県の補助を受け認定ＮＰＯ法人 茨城ＮＰＯセンター・コモンズが運営しています。



つくばでの避難者交流会（７月２８日）

市役所にて。参加者からは、「皆さんの顔を見て

お話できたことが嬉しい。今後もいろいろ参加していきたい。」

という感想もいただきました。

他の市からは坂東市や土浦市からも福島の方が来られました。

東海村「いこいカフェ」（７月２２日、８月２２日）

針をちくちく、キルトを作りながら、おしゃべり。

お裁縫が得意でなくても大丈夫！

神栖市から参加された方もいらっしゃいました。

水戸　ふうあいステーションお茶会(８月８日)

　南相馬から来られている長谷川さんのご指導で、

簡単なキャンドル作り！

思い思いのキャンドルを作りながら、ざっくばらん

にお話♪

浪江町から東海村にいらしている親子さんも来て下

さいました！

水戸　ふうあいステーションお茶会(８月２２日)

親子での参加が多く、にぎやかな会となりました。

パステルの粉を紙に落とし、指で描くので、お子

さんでも簡単に作成できました。

セラピー効果もあるようです♪

筑西　笑顔暮らし作り交流会(８月１９日)

笑いを交えながらのマジックショーや、心と身体をほぐす体操

もあり、バラエティにとんだ交流会でした。

県西地域の地元の皆さんによる手作りの交流会は、あったかい

雰囲気でした。

今まで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♪



水戸　夏休み勉強会(８月２０日～２４日)GO!GO!キッズ学習支援プロジェクト
茨城大学の学生企画！全日で、子どもが延べ１７人参加してくれました。

午前中は夏休みの宿題を中心にした勉強会、午後は学生が考えたレクレーションをおこないました。

レクはうちわ作りやスイカ割りなど、毎日違うことをおこないました。

子どもの中には、事前に参加申し込みをしておいた日以外にも来たくなって、より多くの日程で参加

してくれた子も。

親御さんは隣の部屋でリラックス。教員経験のあるボランティアさんに子育ての悩みをきいて

もらったりしていました。

「これからもやってほしい」という声もいただきましたので、継続していくことを検討しています！

北茨城　福島県民情報交換茶話会(９月１日)
お茶会がひらかれたほか、オカリナやギターの

演奏会もおこなわれました。

「久しぶりに故郷の人と話せて嬉しかった」とい

う声が聞かれました。

身内同士が知り合いだったなんていう偶然も！

浪江町、広野町、富岡町、南相馬市の人が参加。

土浦市　第１回土浦市交流会

エコキャンドルを作ろう！(９月２日)
午前中は全員で山形芋煮汁と炊き込みごはん作り。

浪江のお母さんをはじめ、女性陣の活躍はすばらし

かったです。

午後はエコキャンドルづくり。廃油で作るのですが、

クレヨンで色を付けたり、形を作ったり、思い思いの

キャンドルを作っていました。お子さんはもちろん、

年配の方も真剣に作っていたのが印象的でした。

一緒に作業をすることで、大人も子どもも仲良くなる

ことができました。

 

交流会の開催状況や、予定について、インターネットで

ブログを更新しています！！
写真つきで色んなことを書いています＾＾

ぜひお気に入りに追加してください！

http://fuai.hatenablog.com/



【積小為大（せきしょういだい）の会】（水戸市）
　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。

今後の会の日程は、９月２２日（土）、１０月２１日（日）、１１月２５日（日）

時間はいずれも９時～１２時で場所は茨城県産業会館（茨城県水戸市桜川２丁目２−３

５） 　　　　お問い合わせはTEL：090-8423-5608(代表の野田さん)

【いい仲間つく浪会】（つくば市） 
　９月２２日(土）に大規模な企画を用意されています！詳細は別紙のチラシをどうぞ。

内容は、浪江町長・つくば市長挨拶、しゃべり場、原田直之さんコンサート。

時間は１０：００～１５：００、場所は筑波学院大学（つくば市吾妻3丁目1番地）構内で

す。

参加される際には事前にお申し込みください。浪江町以外の方も大歓迎！

お問い合わせ・お申し込みは、古場さん(幾世橋）090-7790-9574、090-7076-2374

【被災者ママの会】（日立市）
　定期的にお茶会を開催しながら、今度は遠足サークルを企画！この機会に茨城の大きな

公園や動物園にお出かけしてみては？詳細は右ページをご覧ください。また、被災者ママ

の会のブログにも掲載されています。

「被災者ママの会HP（ブログ）　http://mamacare.toropi.com」

【双葉町主婦の会】（つくば市）
　つくばのお祭りで「相馬流山踊り」を披露。これまでには双葉町以外の方も交え相談会

なども行っていました。また、今後のこと、不動産の件などについてどう取り組んでいく

か、勉強会もしていくそうです。

【取手・南相馬・双葉・浜通りのつどい】  （取手市）  
　毎月第３土曜日に交流会をされています。行政、社協、地域のボランティアの方と協力

しながら活動され、地域のボランティアの方々が活動されているスポーツ、音楽、絵手紙

の集まりにも参加。福島の悩みを共有しながらも前向きな活動が行われています。

お問い合わせは TEL：090-8785‐1766　三浦さん(南相馬市小高区）

【福結（ふくゆう）会】  (  結城市  )  
　これまでの活動内容は交流会をしながらお茶のみ、バザー、花見などでした。これから

は結城市だけではなく、近隣の方にも参加してほしい。メンバーは浪江町、南相馬市、い

わき市、二本松市の方が集まっています。次回交流会は１０月下旬で、内容は交流会・エ

コクラフトです。交流会日程などのお問い合わせはふうあいねっと事務局か、代表の山田

さんまで　　　　山田さん TEL：080-6042-9982 

【３．１１ふるさと会】（石岡市）
　石岡市の復興支援上映会をきっかけに始まりました。富岡町、浪江町、郡山市の方など

が参加。11月3日には社会福祉協議会主催で行われる石岡ボランティアまつりで出される

模擬店や芋煮にも参加されるようです。

福島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♪



▼被災者ママの会主催　遠足サークル　　　

▼国営ひたち海浜公園（ひたちなか市馬渡字大沼 605-4 ）　

　日程：９月１７日（月・祝）　

待ち合わせ：南駐車場「中央ゲート前」に１０時～１０時半

参加対象者：原発事故による県外避難者（避難前の住所が分かるものを提示していただく場合が

ございます）

申し込み：９月１０日（月）までに参加者名、年齢、連絡先を明記の上、mamacare@toropi.comま

でメールください。

・各家庭の入園料と１世帯に３６００円分の乗り物券を配布します！

▼日立市かみね動物園＆かみね公園（茨城県日立市宮田町５－２－２２ ）

　日程：１０月７日（日）

待ち合わせ：かみね動物園「正門入り口前」に９時半～１０時

参加対象者：上記と同様

申し込み：１０月５日（金） までに上記の方法で連絡

・各家庭の入園料と１世帯に２０００円分の乗り物券を配布します！

※両日とも、駐車料金と昼食代は各自でご準備ください

▼  ふれあい菜園  (  那珂市・常陸太田市）  
畑作業や集会所で休憩しながらお茶のみ交流、健康体操も。

福島から避難されている方で、東海村借り上げ、ひたちなか市雇用促進住宅の何人

かも既に活動されています。

日時 ： 毎週月曜日　９時～１２時

問い合わせ ： 只野（ＮＰＯ法人おたがいさま）TEL：０９０-６７０２-５１３８

「ＮＰＯ法人おたがいさま」・・・震災以来、浪江町の支援もしていました。

このページでご紹介した以外で、立ち上がった避難者の方の自主グループをご存知の方や、

「私も自分たちのグループを作りたい」というお気持ちのある方は、

お気軽にふうあいねっと事務局までお問い合わせください。

情報の掲載、立ち上げのお手伝いをさせていただきます。

（電話番号：０２９－３５３－８５６０）（ E-mail:fuai.sta@gmail.com）

〇福島青年サポートボランティア　～未来への絆～
　被災者への手助けをおこなったり、福島の未来について語り合う場を作ることを福島出身

の大学生数名で企画しています。興味を持った福島出身の高校生・大学生のみなさんのご参

加をお待ちしています！現在のメンバーは大熊町や南相馬出身の学生です。

９月下旬にしゃべり場を開催する予定です。（場所未定）

お問い合わせ先：ふうあいねっと事務局

ＴＥＬ：０２９－３５３－８５６０　　　メール：fuai.sta@gmail.com

　　　　　　プチ情報



 

　【筑西市】

「東北と茨城の民話を楽しむ会」

日時：９月２３日（日）１３：３０～１５：３０

場所：たまり場・たろう（筑西市甲６７）

「歌とトークと歌声カフェ♪」

日時：１０月２８日（日）１３：３０～１５：３０

場所：筑西市「アルテリオ」１階　集会室

内容：ミニライブ、おしゃべり。

懐かしい歌を一緒にみんなで歌いましょ

「ランチで楽しく交流会」

日時：１１月１１日（日）１１：３０～１４：３０

場所：たまり場・たろう（筑西市甲６７）

内容：ランチを食べながらおしゃべり♪

問い合わせ・申し込みは

０９０－１７９７－３０４５　小松崎まで

茨城県内の各地で、交流の場を作っています。

お近くの会場に遊びにきてみませんか？

  【北茨城市】

次回交流会

１１月３日（土・祝）１０～１２時

場所は未定

お問い合わせはＮＰＯ法人

ウィラブ北茨城 高松まで

（ 0299-27-5171 ）

  【常陸太田市】

交流会は現在準備中ですが、

畑作業の機会があります。

詳しくは、前のページ、プチ情報の欄を

ご覧ください。

【つくば市】

「避難者交流サロン」

１０ / ６（土）　１０時～１２時　

場所：つくば市役所

交流会のほか、つくば市

市民活動センターより

市内の市民活動の紹介

などがあります。

【龍ヶ崎市】

「りゅうのしっぽ～エステ＆マッサージ～（女性限定）

日時：９月２０日（木）１０～１６時

場所：城ノ内コミュニティセンター

（龍ヶ崎市白羽 1-5-2 ）

内容：エステティシャンによるエステなど

参加費２００円、託児無料

「りゅうのしっぽ　福島ふるさと交流会」

日時：１０月２１日（日）１１～１４時

場所：中国四川料理　甲子亭（牛久市田宮町４９）

内容：料理を食べながら楽しくお話♪など

参加費３００円（中学生以下無料）

託児無料

　【東海村】

「いこいカフェ」
キルト作りをしながらのお茶会です。

日時：９ / ２２（土）１０時～１２時

場所：中丸コミュニティセンター

会議室２　

申し込み・お問い合わせは

080-5496-6261 （オギ）

　開催：リリウムの会

　【水戸】

「ふうあいステーションお茶会｣
日時：９月８日（土）１０時～１２時

　　　　福島の懐かしい話をしましょう♪

　　　　９月１９日（水）１０時～１２時

　　　　放射能のことを知りましょう

場所：ふうあいステーション

「ママ・パパカフェ in水戸」

日時：１０月１４日（日）１０：３０～１４：００

場所：茨城大学水戸キャンパス

親子で運動、お茶会、相談会など

　無料でお弁当（要申し込み）

　　【鹿行地域】

（鹿島・神栖・潮来・行方・鉾田）

「しゃべり場＆お茶会」

日時：１０月１３日（土）１３～１６時

場所：鹿嶋市まちづくり市民センター

２０２号室（鹿嶋市宮中４６３１－１）
内容：お茶会、法律相談、子供スペース

　　　　情報コーナー

問い合わせ・申し込み

ふうあいねっと事務局 (029-353-8560)

  【土浦市】

「卵の殻でエコキャンドルを作ろう！」

日時：１０月２０日（土） 13 ： 00～ 16 ： 30 　

場所：土浦一中地区公民館

　

「 3.11へ向けてエコキャンドルを作ろう！」

日時：１１月１８日（日） 13 ： 00～ 16 ： 30 　

場所：モール 505 　契約駐車場前すぐ　

空き店舗（美容室「ｌ ast win 」隣）

土浦市川口 1-3-107 　ザ・モール 505
　 1F （美容室の住所）

◆移動にお困りの方　　　

＊自動車を持っていないなど、

移動についてお困りの方は、

ふうあいねっと事務局（ TEL
：０２９－３５３－８５６０）

までご相談ください。

茨城福祉移動サービス団体連絡会

の協力のもと、お迎えにあがれる

可能性があります。

ふうあい お茶会

　【ひたちなか市】

「ひたちなか交流会｣
日時：９月１８日（火）１０時～１２時

場所：ひたちなか中央公民館

交流会！

美容師によるヘアーカットやネイルアートも

　開催：未来への風・いちから

【日立市】

「日立交流会｣
日時１０月２１日（日）１３時～１６時

場所：日立市福祉プラザ

（日立市会瀬町４－９－１３）

交流会、託児あり（無料）、弁護士相談

交流会への参加の申し込みは

ふうあいねっと事務局まで　

ＴＥＬ：０２９－３５３－８５６０  Eメール： fuai.sta@gmail.com



▼弁護士による説明会、無料個別相談会　　　
　日時：９月３０日（日）１３時～１４時 説明会、１４時から希望者対象に個別相談会。

　場所：ふうあいステーション（茨城県水戸市梅香 2-1-39茨城県労働福祉会館２階）

　参加費：無料

東京電力福島第一原発の事故をめぐって、７月に経済産業省や東京電力が賠償基準を公表

し、また９月には原子力損害賠償紛争解決センターがＡＤＲ申立ての受け付けを始めて１

年が経過した中で、現状と今後の問題点について弁護士がご説明いたします。 

▼  そばうち  を体験してみませんか？  
茨城県健康生きがいづくりアドバイザー協議会では、そば打ち体験を実施しています。

日時：１０月２１日（日）１０時～

場所：水戸市稲荷第二市民センター（水戸市栗崎町１６９５－４）

参加費：無料　　開催：茨城県健康生きがいづくりアドバイザー協議会

お問い合わせ・お申し込みはふうあいねっと事務局まで。

▼  青年海外協力隊茨城県ＯＶ会「協力隊の森」植林事業  
津波に遭った南相馬市の種苗会社で育てられた苗木(ブナ・ミズナラなど)を用いて植林を

行ないます。今回、福島を始めとする東北から茨城に来られた皆さんと、小さな苗木から

大樹に育てたいと思っています。ぜひ、皆さんのご協力とご参加をお願いします。

日時：平成２４年１１月１７日（土）１３：００～１５：００

場所：茨城県常陸太田市里川町８６３付近

　（プラトーさとみへ行く坂道の途中の「協働の杜づくりｉｎ里美」の道路反対側）

参加費：無料

連絡先：青年海外協力隊茨城県ＯＶ会　箕輪<ov_yakuin@freeml.com>

OV会 HP：http://ibaraki-ov.sakura.ne.jp/ 

▼星野富弘　花の詩画展　　　　
星野さんは手足の自由を失いながらも、口に筆を加えて絵を描くことに挑戦し続けてい

らっしゃいます。１０月３日～１０月９日の期間、水戸京成百貨店７階催事場で星野富弘

「花の詩画展」が催されます。　開催委員会を務めるスタジオサカさんのご厚意により、

３００枚の招待券をご寄付いただきました。

入場料が当日７００円、前売り５００円のところ、なんと無料でご覧いただけます！！

今後、ふうあいステーションや、ふうあいねっとによる交流会にお越しいただいた方に、

お渡しします。

▼  さとう式リンパケア＆アイケア専門のサロン　心美　女性限定コース  (  約      1      時間  )  ご招待  
さとう式リンパケアの施術により首から上の筋肉とリンパの流れを改善し美しく若々しいお顔と身体を創り

ます。また、中医学に基づき独自に開発されたアイトレーナー器(目の美容学院特許)と熱針療法、ハンド

マッサージによる施術により、目の疲れ、くすみ、たるみ等を除去し白目スッキリ、美しい目を導きます。

対象：女性限定(1日 1名)　※ふうあいおたよりが届いた方

サロン所在地：水戸市三の丸 1-1-27(三の丸歯科医院2F)　　http://www.sannomarusika.jp
申し込み：  029-221-3497(  担当：小林  )  　※要予約（ふうあいおたよりを見たとお伝えください）  

▼  パルシステムフェスタに「ふうあいねっと」が出展します！  
当日は会場外のスペースでパステルアートやキャンドル作りを体験するコーナーを運営します（有料）

９月２９日（土）１１～１４時　霞ヶ浦文化体育館（土浦市大岩田１０５１）

会場内では入場無料でパルシステムおすすめ商品の試食や試飲などがあります。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%B1%CC%EE%C9%D9%B9%B0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%E5%B8%CD%B5%FE%C0%AE%C9%B4%B2%DF%C5%B9


◆  ボランティア募集　　　  

 ＊自分たちだって何かしたい！そんな声をお待ちしています。

 おたよりの発送作業、交流会企画のスタッフ、傾聴など

 いろんなお仕事があります。

各種相談窓口のご紹介

　　　　　事務局より

無事に、２度目の「ふうあいおたより」を発行

することができました。

掲載内容に関するご意見、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ください！

次回の発行は、１１月です。

ふうあいねっと事務局

（℡０２９－３５３－８５６０）

Ｅｍａｉｌ： fuai.sta@gmail.com

◆おたよりについて　　　
＊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

お手紙があるよ」とお伝えの上、事務局まで

ご連絡ください。（ 029-353-8560）

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。

▼法テラス茨城　　 050-3383-5390
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） 029-301-5977　
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　 029-222-3521 　

「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

▼タウンページ（コールセンター 0120-506-309）
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！
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、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　 024-536-4343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 0120-207-440（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

◆ボランティア募集！

自分だって何かしたい。そんな声をお待ちしています。

事務局でのおたよりの発送作業、交流会スタッフ、その他自分の特技を生かしたボランティアもＯＫ．

お気軽に事務局までご相談ください。


