
 

 

発行：浪江町被災者支援ネットワーク

～どこにいてもつながっています～
つながるねっと

発行：浪江町被災者支援ネットワーク

事務局　　NPO法人うつくしまNPOネットワーク
◆活動紹介　○　NPO活動、ボランティア活動、地域活動に関する相談
　　　　　　○　「3.11」関連相談総合窓口の開設（ホームページ）
　　　　　　○　連絡調整会議・支援ネットワークなどの組織化と運営サポート
　　　　　　○　ふるさと絆情報ステーション（福島県からの委託）の運営
　　　　　　○　公益信託うつくしま基金の申請と活用に関するサポート
◆連絡先　福島県郡山市小原田2-19-19
　　　　　TEL: 024-953-6092　FAX: 024-953-6093
　　　　　URL: http://www.utsukushima-npo.jp
　　　　　E-mail: uketsuke@utsukushima-npo.jp （担当 : 齋藤）



ひとりで悩んでいませんか？
～どこに住んでいてもつながっています～

相談したいけれど、誰に聞けばいいのか分からない、どこに行
けばいいのかわからない、そんな時は、ひとりで悩まず、浪江
町被災者支援ネットワークにお声掛けください。

◆浪江町被災者支援ネットワーク
支援活動を行っている、浪江町（4団体）と二本松市及び近隣
（8団体）のNPOなどの市民活動団体と、浪江町役場が連携し、
定期的に情報交換している組織です。それぞれの活動内容は
次ページをご覧ください。

◆会員一覧◆
まちづくり　NPO法人まちづくりNPO新町なみえ
　　　　　　NPO法人まちづくり二本松
　　　　　　にほんまつ未来創造ネットワーク　　　　　　
　　　　　　ふくしまの笑顔をつなぐボランティアグループ“ひらそる”
子ども支援　NPO法人JIN（障がい者・高齢者支援）
　　　　　　NPO法人ビーンズふくしま（若者支援）
　　　　　　東日本大震災中央子ども支援センター
　　　　　　NPO法人子育て支援グループこころ
障害者支援　NPO法人コーヒータイム
　　　　　　NPO法人アクセスホームさくら
　　　　　　NPO法人和（なごみ）
行　政　　　浪江町役場　◆連絡先　0243-62-0123
事務局　　　NPO法人うつくしまNPOネットワーク

イベント情報

十日市祭
　 ▼11 月23日（金）・24日（土）開催

ありがとうクリスマスコンサート
　 ▼12 月12日（水）　13:00 ～

●ふるさと芸能発表
●キャラクターショー
●浪江の未来を考えるフォーラムなど

今年も盛大に十日市祭が行われます。
なつかしい顔に会えるはず。ぜひお越しください。
開催場所　福島県二本松駅前周辺

●浪江町民と二本松市民の絆づくり・・
●施設のみなさんとの交流・・
●二本松市民のみなさんへの感謝をこめて・・

開催場所：二本松市民交流センター1階多目的ホール
出　　演：浪江町混成合唱団　和下田大典他（オペラ）
　　　　　授産商品の販売会も開催します！　



浪江町被災者支援ネットワーク会員紹介
NPO法人まちづくりNPO新町なみえ

■活動紹介：交流会の実施、浪江町の放射線量測定、アンケートの実施。
　まちづくりの提言として「復興への道筋と24プロジェクト」のまと
　め、盆踊りの主催、十日市祭の協力など。
■連絡先　福島県二本松市郭内1-81　TEL: 080-2800-1634

NPO法人コーヒータイム
■活動紹介：二本松市市民交流センター1Ｆでカフェを運営。
　障がい者の自立のための支援事業。情報発信。他のNPO等と共催での
　イベントの開催。交流の場の提供など。
■連絡先　福島県二本松市本町2-3-1　TEL: 0243-24-8081

障がい者

NPO法人アクセスホームさくら
■活動紹介：就労継続支援B型。障がい者の就労支援事業。お菓子の製造
　販売、自動車部品の受託作業、施設外支援（企業実習）など。
■連絡先　福島県二本松市沼ヶ作236-1　TEL: 0243-24-1664
　　　　　URL： http://www.acsakura.jp

障がい者

NPO法人まちづくり二本松
■活動紹介：二本松市市民交流センターの管理運営。センターを利用し
　たイベントの開催。地域活性化のためのまちづくり推進事業。
■連絡先　福島県二本松市本町2-3-1　TEL: 0243-24-1215

まちづくり

にほんまつ未来創造ネットワーク
■活動紹介：二本松市観光協会発行の桜マップ製作協力。毎年、二本松市
市民交流センターを利用し、桜の写真展を実施。他団体の連携したイベ
ントの実施など。
■連絡先　福島県二本松市本町1-60-1　TEL: 0243-23-3211

まちづくり

NPO法人 JIN
■活動紹介：浪江町サポートセンター(二本松市、本宮市、福島市）の開
　設。体操教室。地域交流サロンの実施など。
■連絡先　福島県本宮市高木黒作1
　　　　　二本松市TEL： 0243-55-2630　本宮市TEL： 0243-33-6336　福島市TEL： 024-559-2552

子供・障がい者

まちづくり NPO法人ビーンズふくしま
■活動紹介：安達運動場・しのぶ台・佐原などの仮設住宅で小・中学生を
　対象にした学習支援や居場所づくりを行う。心のケア、不登校や教育
　についての相談を受付けている。
■連絡先　福島県福島市太田町14-3　2Ｆ　TEL: 024-573-0150

子供・障がい者

NPO法人子育て支援グループこころ
■活動紹介：○ファミリーサポートセンターこころ（預かり・送迎）　　
　○ホーム・スタート（家庭訪問型育児支援）H24/12月開始
　○障がい児発達支援事業来春開始予定　○病児保育室　○市民交流
　センター2Fこどもの広場内で一時預かり・親子遊び・育児相談。
■連絡先　福島県二本松市本町2-3-1　2Ｆ　TEL: 0243-23-4740

こども

NPO法人和（なごみ）
■活動紹介：就労支援Ｂ型事業所。障がい者の自立支援事業。なごみ豆腐
　・こんにゃくの製造、リサイクルショップなごみの店の運営。（アクセ
　スホームさんのラスクも販売しています。）グループホームの運営。
■連絡先　福島県二本松市渋川字大森越122　TEL: 0243-23-4551

障がい者

ふくしまの笑顔をつなぐボランティアグループ“ひらそる”
■活動紹介：避難されている方も、地元で頑張る方もホッとして笑顔に
　なれる“ひらそるカフェ”の開催。子ども達対象のキャンプ・創作・野外
　活動など。　
■連絡先　福島県二本松市錦町2-41　TEL: 080-3339-7878
　　　　　URL： http://www.girasol2011.sakura.ne.jp

交　流

東日本大震災中央子ども支援センター
■活動紹介：県外に避難している子どもや親を対象にした交流会や相談
　会の開催。支援者向けの研修や、心のケアの専門職の派遣も行う。
■連絡先　福島県福島市太田町14-3　2Ｆ　TEL: 024-573-0150

こども ■活動紹介：県外に避難している子どもや親を対象にした交流会や相談
　会の開催。支援者向けの研修や、心のケアの専門職の派遣も行う。
■福島窓口　福島市太田町14-3-2Ｆ　TEL:024-573-0150
　●開設日：毎週月曜日～土曜日　9:30～18:30
■郡山サテライト　郡山市西の内1丁目25-2-2Ｆ
　●開設日：毎週月・火・水・金・土曜日　9:30～18:30



☆現在、日程が確定しているものを記載しています。
★空欄は、会場が未定です。詳細は、浪江町広報、フォトビジョンでご確認ください。
■申込先　NPO・080-2800-1634（NPO法人まちづくりNPO新町なみえ）
　　　　　NPO＆町・・0243-62-0305（生活支援課避難生活支援係）
　　　　　町＆高崎・・080-5737-2031

交流会カレンダー　～なみえの“しゃべり場”～

みんなで集い、語り合い、皆さんの今を共有しましょう！

主催共催
NPO＆町
NPO
町＆高崎
NPO
NPO
町＆高崎
NPO
NPO
NPO

開催日 開催地
山形県
倉敷市
静岡県
名古屋市
神戸市
柏市
二本松市
松山市
那覇市

会　場
山形国際ホテル

倉敷ステーションホテル
富士市フィランセ
名古屋市栄東急イン
ホテルクラウンパレス

京北ホール
二本松市市民交流センター

内　容
昼食あり
交流会

ワークショップ
交流会
交流会

ワークショップ
クリスマス会
交流会
交流会

11月 3日
11月 4日
11月10日
11月10日
11月10日
12月 1日
12月12日
 1月19日
 1月19日

※主催欄　NPO・・・・NPO法人まちづくりNPO新町なみえ
　　　　　町＆高崎・・共催：高崎市域震災復興支援委員会　協力：高崎経済大学

ふくたま結（yui）プロジェクト　（参加費無料）
お子さん、パパ、ママが思い切り遊べるイベント盛り沢山！！
　★11月23日（金）10：00～16：00
　　会場／浦和会館7階会議室Ａ，B
　★11月24日（土）10：00～15：30
　　会場／国立女性教育会館ヌエック
◆対　　象　埼玉県近隣都県に避難されたお子さんとご家族
◆お問合せ　東日本大震災子ども支援センター
　　　　　　TEL: 024-573-0151

ふるさと絆情報ステーション

福島県内 13ヶ所のスーパーなど、大型店舗の一角に、行政の最新情報、
NPO などの支援情報の提供、相談取次、各種相談会の開催。また、集
いの場として、月 2回の交流サロンを実施しています。
　全店舗にパソコンを設置しておりますので、ネット検索など随時対応
いたします。スタッフが常駐しておりますので、パソコンに不慣れな方
も安心です。
　お気軽にお立ち寄りください。

◆店舗情報◆
　　　　店舗名
ヨークベニマル野田町店
コープマートやのめ店
ダイユーエイト黒岩店
ヨークベニマル安積町店
ヨークベニマル富久山店
イオン郡山フェスタ店
ヨークベニマル大原店
ヨークベニマル谷川瀬店
イオンいわき店
リオンドール神明通り店
コープ BESTAにいでら
ヨークベニマル原町西店
メガステージ白河店

　　　　　住　所
福島市野田町 4-1-1
福島市南矢野目字向原 1-1
福島市黒岩字浅井 77-1
郡山市安積 2-121
郡山市冨久山久保田字上野 136-1
郡山市日和田町字小原 1
いわき市小名浜大原字東田 96
いわき市平谷川瀬字双藤町 63
いわき市平字三倉 68-1
会津若松市中町 4-36
会津若松市門田町飯寺村西 385-2
南相馬市原町区南町 4-7-1
白河市新高山 19

　　　TEL
080-2800-1712
080-2800-1719
080-2800-1691
080-3334-7569
080-3199-5791
090-2996-8316
090-2996-8317
080-3334-7784
080-3334-7686
080-2807-9110
080-1662-2481
080-3329-7458
090-1062-4050

※営業時間　10:00 ～ 20:00
　　　　　　コープやのめ店・ヨークベニマル富久山店のみ　10:15 ～ 20:00


