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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごう
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主催イベント 食と散策の秋！芋煮会や紅葉狩りにおでかけ！

食欲の秋 ～おいしい夕食会＆住宅相談会～

　秋晴れが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。11 月には肌寒くなりますが、紅葉で京都
の街並みが色づきますね。みんなの手では、野外イベントを予定しております。ぜひ皆様　ご参加くださいね。

その１　 その２　

★日　時　11 月 6 日（日）11:00 ～
★場　所　京阪出町柳近くの鴨川の河原
　　　　　（たねげん花屋下）
★集　合　11:00　京阪出町柳駅改札
★参加費　無料　※事前申し込み要（先着順受付）

★メニュー　いも煮・たまこんにゃく・いかにんじん・ご飯・お漬物・
　　　　　　　 からだに優しいお菓子・ずんだスイーツほか、ドリンク各種
★申込方法　お名前・連絡先・参加人数を明記の上、メールで　
　　　　お申込みください。minnanote123@gmail.com
★申込締切　11 月 1 日（火）人数把握のためにお早めにお申し込みください

★その他 ・ご希望の方にはベジタリアンいも煮もご用意いたします。
　　　　   ・防寒着などをお持ちください。
お問合せ＆当日ご連絡先  みんなの手 ☎ 070-5656-5621西山まで

協賛 福島県避難者支援課 タケダ・赤い羽根広域避難者プログラム
協力 NPO 法人一歩の会

新幹線で福島へ帰省しましょう！
「ふるさととつながろうツアー」

日　時　帰省日程は各自の予定で OK　※福島県内での交流会への参加が必須
対　象　京都府もしくは関西地方に福島県から避難されておられる方　参加費　無料（往復交通費・交流会参加費込）
内　容　京都でのオリエンテーションと福島県内での交流会にご参加いただければ、福島までの新幹線往復料金をお支払いします。
申込方法　申込書を持参、郵送、メールもしくはホームページでお申し込みください。先着順受付、受付後すぐにご連絡いたします。

ふるさととつながろうツアー概要

秋も深まる行楽日和の良い季節！ 
京都の河原に集まって、みんなで一緒に東北の
いも煮を食べませんか？

紅葉の美しい京都の寺に紅葉を見
に行きます。京都および海外で、ジャパニー
ズガーデンを設計されている皆川さんに庭
を案内していただきます。庭の見学後は、
みんなで一緒にランチをいただきます。

★日　時　11 月 27 日（日）　10:00 ～
★場　所　東福寺とその周辺 最寄駅 : 奈良線東福寺駅・京阪東福寺駅
★集　合　10:00　京阪東福寺駅改札
★参加費　無料　※事前申し込み要（先着順受付）
★内　容　東福寺拝観（庭師さんのガイド付き）& ランチ交流
★申込方法　お名前・ご連絡先・参加人数を明記の上、メールで　
　　　　　お申込みください。minnanote123@gmail.com
★申込締切　11 月 22 日（火）人数把握のためにお早めにお申し込みください。

★その他  ・防寒着などをお持ちください。

お問合せ＆当日ご連絡先  みんなの手 ☎ 070-5656-5621西山まで

協賛 福島県避難者支援課 タケダ・赤い羽根広域避難者プログラム
協力 NPO 法人一歩の会

いも煮会…＠鴨川河原 京都の庭師さんと回る
　　　　　 京都のお寺 東福寺 紅葉ツアー

京都市伏見区両替町4-319
☎ 075-632-9362（オフィス） 

☎ 075-632-9352（カフェ）  HP:070-5656-5621
MAIL:minnanote123@gmail.com
HP http://www.minnanote.org

http://www.facebook.com/minnanote

みんなの手

Minnanote is Supported by

福島 県

に参加して

＊福島県からの避難者の方は
  12 月 28 日 or 29 日 or1月4日開催の
　福島県内での交流会に参加していただくと
　無料で福島県の自宅に帰省できます。
　（避難先から自宅までの交通費がすべて無料）

　福島県避難者支援課および他の支援団体からご支援をいた
だきまして、福島県からの避難者の皆様に、新幹線で帰省し、
ふるさととつながりを深めていただくツアーを実施できる運
びとなりました。ぜひ、ふるさとでゆっくり家族と一緒にお
正月をお過ごしください。

★詳細はみなカフェニュースレター
　もしくは↓お電話で

★日　時  2016 年 11 月 19 日（土）18:00 ～
★場　所  みんなのカフェ
★内　容  夕食交流会＋不動産アドバイザーによる個別相談
★メニュー 大人気のみなカフェ特製「伏見の酒粕カレー」は
　　　　　 お子様にも人気！
　　　　　 ＆おばんざい＆いも煮＆自家製スイーツ

避難者夕食会
　　　　　住宅相談付き！

　みんなで一緒に夕食をいただきましょう！秋の味覚、里芋の入った芋煮や大人気の酒粕カレーをいただきます！
★申込方法　お名前・連絡先・参加人数を明記の上、メールで　
　　　　　お申込みください。minnanote123@gmail.com
★申込締切　11 月 14 日（月）
お問合せ＆当日ご連絡先  みんなの手 ☎ 070-5656-5621西山まで

協賛　福島県避難者支援課 タケダ・赤い羽根広域避難者プログラム
　　　大阪コミュニティ財団　ふくしま地球市民発伝所　

その3　

その4

新幹線助成の要件、
その他詳細
　　　  → P7 へ
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◆京都府営住宅の次回募集予定（京都府住宅供給公社）

電話 075 - 432 - 2011
受付 月～金　9:00 ～ 12:00・13:00 ～ 17:00
　　　（日曜・祝日・年末年始を除く） 
◇京都府南部地域の府営住宅空家入居者募集
　次回の一般募集は　平成 28 年 11 月 7 日開始です。
◇京都府北部地域の府営住宅空家入居者募集
　次回は平成 28 年 12 月を予定しています。

◆公営住宅ナビ　http://koeinavi.com/
　公営住宅をお探しの方に、手軽に検索できるサイト
をご紹介致します。全国の各都道府県や市町村別に、
公営住宅の検索が可能で、UR 賃貸や特有賃と公営住
宅の違いも分かり易く説明されています。
　特に、お知らせ欄
　http://koeinavi.com/guide/bosyu_list.html
では、全国の公営住宅の募集時期が一覧表で確認可能
で、公営住宅の抽選結果もご覧頂けます。
　市町村ごとの公営住宅一覧では、各団地の
　①団地名　②住所　③最寄りの駅やバス停
　④家賃　⑤間取り　⑥管理戸数　⑦地区年数
が掲載されています。

◆ UR 都市機構　ＵＲ賃貸住宅　関西エリア
　 http://www.ur-net.go.jp/kansai-akiya/tokuten/　
　11月13日まで「秋のお部屋探しキャンペーン」実施中！
電話 京都 075-255-0499　9:30 ～ 18:00
　　 （祝日以外の水曜定休、年末年始を除く）
　　大阪 06-6346-3456　9:30 ～ 19:00
　　（年末年始を除く）
　　兵庫 078-251-4075　9:30 ～ 18:00　　
　  （祝日以外の水曜定休、年末年始を除く）

　11月13日（日）までに対象物件にお申込みの方に、
キャンペーン家賃が 5 年間適用されます。その他の割
引とダブル適用も可能な物件もあり、とてもお得です。
　次回のキャンペーンは年明けの予定だそうで「下見
も兼ねてぜひ見学にいらして頂きたいです」と物件案
内ご担当スタッフさんのお話でした。UR ならではの
①礼金②手数料③更新料④保証人不要の「４ナイメ
リット」に加え、キャンペーン特典対象団地は、関西
一円、キャンペーン家賃（167 団地）・敷金分割（約
328 団地）その他特典もいろいろあるそうです。

みんなの手

住宅情報 column
　爽やかな秋晴れの季節が到来しました。
　9 月開催の夕食会＆住宅相談会では、
転居先候補として UR 賃貸や公営住宅に関心をお持ち
の参加者の方々が多かったようです。
　今回は 公営住宅の募集予定やＵＲのキャンペーン、
そして京都ならではの　風水や間取り等についてご相
談可能な方々のご紹介です。
　実際体験してみて…親身に率直なアドバイスを頂け
てよかったです。

◆京都ならでは！古来より伝わる
　転居の吉方位・間取り・時期などのご相談先
　物件探しのご参考に、間取りや風水などにご興味を
お持ちの方も多いと思います。一般的社会や文化に広
く普及し、建築士さんの間でも勉強する方の多い風水、
吉方位、間取りや転居時期などをご家族の状況に鑑み
て相談できるのは、まさに京都ならでは。過信せずに
物件探しを彩るご参考になれば幸いです。

★晴明神社　京都市上京区晴明町 806（堀川通一条上ル）
　映画・小説等で有名な安倍清明
公を祀る清明神社。地元の皆様に
信頼厚く、お子様の命名相談や☆
印の五芒星の御守はご存じの方も
多いかと思います。現役の陰陽師
として長年ご活躍の宮司さんがお

子様の名付けのみならず、転居先の土地柄・吉方位・部屋の
間取り・結婚など、人生相談を受け付けてらっしゃいます。
曖昧な表現はあまりなく、率直にアドバイスを頂けて相談 
できて良かったという口コミが多く、全国から相談希望者が
訪れます（相談料：3 千円～）。事前に電話確認の上での現
地申込みがおすすめです。予約制ではなく当日の先着順で、
待合室は朝 8 時頃から入室可能です。相談には集中が必要な
ため、お子様連れでのご相談は受付不可だそうです。

電話 社務所 075-441-6460 (9:00 ～ 18:00)
受付 月～土　９:00 頃～ 16:00( 日曜・祝日を除く）
交通 市バス→ JR 京都駅よリ 9 番「一条戻橋・晴明神社前」
下車／阪急烏丸駅、地下鉄四条駅より 12 番「一条戻橋・晴
明神社前」下車より京阪三条駅より 12 または 59 番「堀川
今出川」下車 、の各バス停から徒歩約 2 分
地下鉄→地下鉄今出川駅より徒歩約 12 分
駐車場 近隣にコインパーキングあり

★瀧尾神社　京都府京都市東山区本町 11 丁目 718
　仕事運アップ・商売繁盛で評判
の滝尾神社は、京都に本店を持つ

「大丸百貨店」の創業者 下村彦右
衛門氏（幸福を招く縁起人形「福
助」のモデルといわれる）が毎朝
参拝していたことで知られていま

す。拝殿天井には大丸寄進による日本最大の龍の彫刻があり
ます。神職の山田氏は 1995 年の阪神淡路大震災まで神戸
で会社を経営、震災では九死に一生を得て生涯を人助けに使
うと誓い、四柱推命と手相観想を主軸とした人生相談を受け
付けています。占術講師としても有名で、過去に読売文化セ
ンター、朝日カルチャー、近鉄文化サロンなどで教鞭を執り、
プロの占い師になったお弟子さんは、全国で 50 人とも言わ
れています。人生の困難にも対処法は有るという信念のもと、
有料ながらご家族の運勢・吉方位などを導き出し、転居にお
すすめの時期・地域・対処法などをアドバイスして下さいます。
電話 080-5637-8188
受付 10:00 ～ 18:30
担当 山田 望夢氏
交通 JR 奈良線・京阪「東福寺」駅から徒歩約 5 分
駐車場 近隣にコインパーキングあり

入居者　　 予定・キャンペーン 　　 ・
　　ご 　　先などをご紹介いたします。

募集 割引
相談
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街　情報かど
京都市には北区、上京区、左京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、
伏見区と 10 の区があります。まずは京都駅周辺、東山区から。「観光名所」、「住み心地」、

「交通事情」、「文化教育」の観点からそれぞれご紹介します。ぜひご参考ください。

観光名所
清水寺、八坂神社、知恩院、祇園、三十三間堂、国立博物館、
泉涌寺、東福寺など

住み心地
千年の歴史を刻んできた社寺の境内と隣り合わせに、昔から
の人の営みが面々と続くところです。河原町や五条、七条と
オフィス街からも近く、海外からの往来者も年々増えていま
す。家族で永住というよりは、学生やビジネスマンの一人暮
らしに人気が高いエリアです。郊外よりは家賃も高め。コン
ビニや観光向け店舗が多く、食料品スーパーや商店街なども
ありますが、探すのに一苦労しそう、あらかじめ不動産屋さ
んで聞いておきましょう。

交通事情
近年四条通りの車線が減少され、歩行者や観光客にとっては、
ショッピングやアーケード街の散策への配慮がより充実して
きたエリアです。一方で、四条通りは常に混雑し、バス、タ
クシーなども遅れがち。四条河原町付近を除けば、観光地で
あっても比較的スムーズな交通事情となっています。ただし、
通勤ラッシュの時間帯、春秋の観光ラッシュシーズンは一日
中、混雑覚悟です。主な私鉄は、京阪電車鴨東線、阪急四
条河原町など。
文化教育→京都市立教育機関http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/ 参照
三十三間堂の近くに京都女学院、大谷中学と高校、知恩院近
くに京都華頂大学などがある。三十市立の幼稚園はなく、区
内には開睛小・中学校、東山泉小・中学校の 2 校があるのみ。
平成 27 年の統計によると小学生は 1061 人。少子高齢化
が顕著なエリア。市立高校は東福寺近くの日吉ケ丘高校。

１◆◆東山区◆◆
京都駅より東方山手、鴨川より東、北は三条、南は九条まで 　今回は

▼こちら

みんなの手

住まい探しの集い情報

日時 2016 年 12 月 10 日（土）10:30 ～ 15:00
集合 近隣の方 園部駅 10:30 集合 ＊自宅から園部駅までの交通費支給します

       京都駅中央改札口　9:15 集合
場所 わかたけセンター　定員 20 名
料金 無料　※自宅からの交通費＆ランチ（お子様メニューもあり、ご相談ください）
　　　　　　　　　＆ドリンク代＆嬉しい！京丹波のおみやげ込

ゲストスピーカー 西原 悠記さん 京都市出身の 1 児のパパ。
京都丹波町でアコーステックのギターの製造をしている。京
都中心部でギター制作をしていたが、車の騒音が気になり、
良い物件があった京丹波町に移住。
当日の概要 ①トークセッション : 西原さんの移住経験・田舎
暮らしや田舎子育てについて　②ランチタイム : 今日丹波に
移住された高橋さん（料理人＆農業）がケータリングで料理を
提供。地域の物をいただきながらフリートーク　③現地散策：
現地をみんなで見てまわり地域の魅了を知る
お申込み お名前・連絡先（メールと電話番号）・参加人数・お
子様用の食事の手配の旨を明記の上、お早めにお申し込みく
ださい（先着順受付）。minnanote123@gmail.com
　

日時 2017 年 1 月 28 日（土）10:30 ～ 15:00
集合 近隣の方 亀岡駅 10:30 集合 ＊自宅から亀岡駅までの交通費支給します

       京都駅中央改札口　9:30 集合　　
場所 ゲストハウス 藤原邸 ※平均 65 歳以上の集落にある古民家。予約のみ
　　　  レストランや海外交流イベント会場として活用されている場所。　

料金 無料　※自宅からの交通費＆ランチ（お子様メニューもあり、ご相談ください）
　　　　　　　　　＆ドリンク代＆嬉しい！亀岡のおみやげ込

ゲストスピーカー 竹内博士さん ＆ 七恵さん 竹内さんは山口
県出身。亀岡でフリーランスのコミュニケータートレーナーと
して企業研修講師。七恵さんは亀岡生まれ。マタニティーペイ
ントのアーティストとして活躍中。
当日の概要 ①トークセッション：竹内さんの移住経験・田舎
暮らしや田舎子育てについて　②ランチタイム : 地域のスペ
シャルなランチをいただきながらフリートーク　③現地散策：
現地をみんなで見てまわり地域の魅了を知る
お申込み お名前・連絡先（メールと電話番号）・参加人数・お
子様用の食事の手配の旨を明記の上、お早めにお申し込みくだ
さい（先着順受付）。minnanote123@gmail.com

移住者ランチ会
★京都のいなか子育てを知るランチ会 ＠京丹波町
～都会の近くで子育てアート・創作活動している
　　　　　　　　移住パパがナビゲートする京丹波～

★京都のいなか子育てを知るランチ会  ＠亀岡
～地域の隅々まで知る
　　　　　元地方紙新聞記者がナビゲートする亀岡～

京丹波町 亀岡市12/10  1/28   主催 京都移住計画
協賛 ふくしま地球市民発電所

★日　時 2016 年 11 月 19 日（土）18:00 ～
★場　所 みんなのカフェ

◆避難者夕食会　住宅相談付き！
みんなで一緒にワイワイ夕食を食べませんか。住宅アド
バイザーとの相談もできます。

★内　容　ゲストに京都の不動産「アズライフ」のスタッフ
をお招きしていますので、ご希望の方には、個別に住宅選び
のお手伝いをしていただきます。アズライフさんは避難者フ
レンドリーな不動産屋さん。通常 0,5 ～ 1 か月分の家賃程
かかる仲介手数料が避難者の方はなんと無料です。希望のエ
リアや条件を話して、条件にあった物件を探してもらいませ
んか。敷金・礼金なしの物件なども扱っています。

申込方法など
詳細
　→ P1 に

◆京都移住計画
　　×みんなの手の
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みんなの手

避難者支援
情報みんなの手

避難者支援
情報みんなの手

避難者支援
情報 避難者の相談窓口

女性のための電話相談ふくしま

ふくしまの今とつながる相談室　toiro

行政書士による
賠償請求に関する電話での無料情報提供

　眠れない、生活、ＤＶ、孤独感、家族、人間関係、仕事、
将来の不安。被災している方はもちろん、被災者を支援して
いる方からの相談も受け付けます。専門の相談員が担当して
おります。匿名でも相談可能です。秘密は厳守しますので安
心してご相談ください。

　県外で生活されている方の様々な相談を受け付けておりま
す。電話をいただければ折り返しおかけいたします。避難前
に住んでいた地域の様子を知りたい方、県外避難から福島に
戻ったママの話を聞きたいかた、避難先で相談を乗っている
ところを探しているなど、、福島のことや福島での生活のこ
となどを中心に情報を提供いたします。

　賠償請求や申し立てに関する手続き、各種公的支援制度な
どに関する情報提供。

電　　話　0120-207-440 通話料無料　
相談時間　月～金（祝日除く）10:00 ～ 17:00
主　　催　内閣府　福島県
協　　力　女性の自立を応援する会、いわきふれあいサポート
　　　　  郡山市、いわき市

電　　話　0120-013-814　（フリーダイヤル）
受付時間　10:00 ～ 17:00　土日祝日も受付

電　　話　024-573-2731（相談ダイヤル）　

　今年も民医連さんの甲状腺無料検診が実施されます。これ
は、民医連さんの独自の取り組みで 2012 年から開始し、
これまで累計 296 名の子どもたちが検査を受診してきまし
た。検査後は、健康診断報告会や相談会もありますので、医
師によるフィードバックも受けられます。継続的に受診され
たい方、まだ一度も受診されたことない方、経験のある医師
から説明を聞きたい方、ぜひ、この機会に無料の集団健康診
断を受けてみてはいかがでしょうか。

対　象 京都に避難されている子ども
　　　（原発事故当時妊娠中のお子さんから 18 歳以下の方、
　　　現在 5 歳～ 23 歳の方）、および前回の検診で要フォ
　　　ローの方）　避難元の区域は問いません。

日　時 2016 年 12 月 4 日（日）9:00 ～ 12:00
場　所 京都民医連　太子道診療所
　　　京都市中京区西の京古堀池町 18 番地の１
定　員 100 名（先着順）
費　用 無料
申込方法 申込書を京都民医連事務所へ郵送
　　　京都市左京区西院下花田町 21 － 3　春日ビル 4 階
締　切 11 月 4 日
検査でわかること 甲状腺検査（甲状腺の異常）、血液検査（甲
　　　　　　　  状腺機能障害等）、問診・診察（体調など）
問合せ 075-314-5011申込書を請求、質問等は京都民医連事務局まで

その他 交流スペース＆相談コーナー（医療・法律・教育相談あり）

2016 年集団検診のご案内

みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識
みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識まめまめまめ
みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識
◆不慮の死に備える　………　②　葬儀準備
　避難先での不慮の死に備えるために、今回は葬儀準備につい
お伝えします。
　まずは、喪主を選び、（できれば）相談役を依頼します。その
後、寝台車の手配から葬儀全般にかけて葬儀社に依頼する必要
があります。日ごろからどのような葬儀をすることや葬儀屋を
考えておくのもいいかと思います。
　葬儀社選びのポイントは、大規模な葬儀の場合は自社の斎場
を持つような、実績のある葬儀社に依頼するか、家庭で行う一
般的な場合は、地域の方に評判を聞いてみて選んでみるといい
でしょう。京都市では市民葬儀は廃止になっていますので、市
役所での紹介はありません
　葬儀社が決まったら、すぐに担当者に来てもらい打ちあわせ
をはじめます。打ち合わせの際は葬儀社に完全に任せず、予算
などの希望を伝えるようにします。葬儀社とは以下の内容を打
ち合わせします。①葬儀の日程　②菩提寺や教会や神社　③宗
教（宗派）　④葬儀の形式　⑤葬儀の規模　などです。本人の希
望があれば伝えます。
　日本人の約 9 割が仏式の葬式を行うそうです。仏式の場合、
避難移住者はふるさとから離れているために、近くに菩提寺（先
祖代々のお墓のあるお寺）がありませんので、葬儀でお経をあ
げてもらう僧侶を探すのが一苦労です。形式だけであれば、葬
式社に依頼すれば、自分の宗派の僧侶を選び手配してくれます
が、面識のない僧侶に来ていただくことに違和感がある方や

49 日や 100 日など今後も継続的に依頼したい方は、避難移住
先に頼りにできる寺を探しておくことをお勧めします。家族の
宗派を調べ、菩提寺や必要であれば実家の宗派の本山に連絡す
ると、避難先の町の寺を紹介していただけます。
　神式の葬儀の場合は、神社で行うことはなく、神主に自宅や
斎場に来ていただいて葬式を営みます。日ごろから行きつけの
神社で神官さんと面識があるとよりスムーズかもしれませんね。
　キリスト教式の葬儀の場合は主に洗礼を受けた教会で執り行
われます。避難先で通っている教会があれば牧師や神父に相談
して前夜式や告別式を営むことになりますが、葬儀社には遺体
の搬送や火葬所へ搬送や収骨などのお世話をしてもらえます。
自宅や斎場で執り行いたい方にはその対応もできます。
　打ち合わせの後、葬儀社から見積もりをいただくので、セッ
ト料金に含まれる物品とサービスの範囲を確認しましょう。葬
儀の費用とは別に僧侶のお布施や法名料金、神官の御初穂料、
教会関係者への謝礼もかかってきますので、それも見越して予
算を立てましょう。
　葬儀社に依頼すると、葬式の費用は、火葬のみプランの場合
約 8 万円～豪華な葬儀で 200 万と幅があります。火葬代金は
住民票が避難先にない場合は割高になっておりますのでご注意
ください。

例　京都市斎場　（京都市山科区）
●市内大人 15,000 円　   市内小人 10,000 円   　市内胎児　5,000 円 
●市外大人 75,000 円　   市外小人 54,000 円   　市外胎児 38,000 円 
＊大人…満 10 歳以上　小人…満 10 歳未満　胎児…妊娠 4 箇月以上

次回も不慮の死に備える③をお伝えします。
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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごうみんなの手

ふるさと耳寄り
みんなの手

ふるさと耳寄り

作業内容　地震被害、家畜被害等のあった自宅内の片付け、
　　　　　不要となった家財の搬出および簡単な拭き掃除
実施期間　2016 年 9 月 1 日～ 2017 年３月 31 日
実施時間　10:00 〜 15:00 程度　
申込み先　東京電力ＨＤ株式会社 福島復興本社 復興推進室 
　　　　   家屋清掃申込専用ダイヤル 080-5527-3959
受付期間　2016 年 8 月 1 日〜 2017 年 2 月 28 日
　　　　  メール：fukusuif2@pref.miyagi.jp
受付時間　平日 9:00 〜 12:00/13:00 〜 16:00 まで
　　　　　土日祝日を除く

事業内容　自宅などの改修・修繕方法や業者手配の相談、
　　　　　各種支援制度の紹介等
開設期間　2017 年３月 31 日まで
開設時間　10:00 〜 15:00 程度　
電　　話　0240-23-5788
受付時間　平日 9:00 〜 12:00/13:00 〜 16:00 まで
　　　　　土日祝日を除く

みんなの手

ふるさと耳寄り

東京電力による浪江町家屋根清掃
（片付け）のおしらせ

浪江町住宅改修相談窓口設置

　避難指示解除準備区域および居住制限区域内のご
自宅について、東電による、家屋内の清掃協力の申
込受付が開始しました。

　浪江町内は全域が避難指示区域となっています。
居住できず、空間放射線量が低い順に、Ａ）避難指
示解除準備区域・Ｂ）居住制限区域・Ｃ）帰還困難
区域が指定され、Ａ区域の浪江町役場付近の空間放
射線量は、およそ 0.1 マイクロシーベルト毎時です。
Ａ・Ｂ区域は、日中の立入りは可能、避難指示は、
平成 29 年 3 月の解除が想定されます。A・B 区域で、
平成28年9月に初めての「特例宿泊」が行われます。

　浪江町は、避難指示解除後に浪江町の自宅で生活
再開を検討している方への支援事業として、「浪江
町住宅改修相談窓口」を設置しました。

浪江町の現況ご報告（浪江町ホームページより抜粋）

宮城県住宅情報コールセンター
　県外の応急仮設住宅に入居されている方が、宮城県内
のアパートやマンションなど賃貸住宅での生活再建を検
討されている場合に、宮城県の物件情報や不動産事業所
のご紹介、契約手続きなどのご相談をお受けするコール
センターを開設しております。

電話番号　022-796-9501
受付時間　10:00 〜 17:00
定 休 日　 水曜日・土曜日・祝日
　　　　　年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

◉本格的な除染を進めています。
◉沿岸部では、災害廃棄物（がれき）の撤去は完了しました。
◉被災建物の解体撤去を進めています。
◉漁港、道路、水道などインフラ復旧工事を進めています。
◉営業を再開している事業者数が少しずつ増えています。
◉町役場の一部の機能が、元の役場本庁舎に戻っています。
◉水稲、野菜などの実証栽培、一部販売も再開しています。

復旧に向けての動き

　今月の半ばに福島市の「NPO
法人 30 年プロジェクト」さん
を訪れました。
　福島駅から車で 4 号線を北
上し、福島市のシンボルの信夫
山のトンネルを超え、イオンの
角のはす向かい。信夫屋のレス
トラン跡地に、巨大な木の枝で
できたオブジェがあり、いかに
もクールな建物という感じ。中
を入るとスケボーや今はやりの
ボルダリングやスラックライン
などのインドアスポーツが楽し
めるインドアパークとカフェや
買い物が楽しめるモールがあ
り、その奥に 30 年プロジェク
トのオフィスがありました。
　 前 身 は「NPO 法 人 CRMS
市民放射能測定所 福島」。震災
後、放射能測定を中心に活動を
開始。時間の経過とともに市民
のニーズに合わせて、30 年の
長きに渡って放射能を監視し、
福島での暮らしを回復するた
めに、学びの場を提供する場とすることをミッションに
2014 年に名前を変更。以後、放射線測定、健康相談会
を充実し、交流会、放射線セミナー、こども向け放射線ワー
クショップを開催するなど放射線防護のための知識普及

▲チャネルスクエア内のオフィス

▲チャネルスクエアエントランス

▲館内でボルダリングも楽しめる

→ P7 へ続きます

P7 へ続きます

…福島市 30 年プロジェクトさん訪問ふるさとレポート
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2016 年 11 月2016 年 11 月
　「みんなのカフェ」では定期的なワークショップや、楽しいイベントや交流会を企画しています。
避難者の皆様は無料や割引などの優遇付きです。お誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

カフェワークショップ　
予約制です。店頭またはお電話でお申し込みください。

ココロとカラダのリラックスメニュー
特 気功クラス
　 11 月 4 日（金）・11 月 17 日（木）９:30 〜 11:00
ゆっくりと息をしながら自分の心に向き合います。講師／長谷川和恵

特 鍼灸マッサージ＆相談
 　毎週水曜日（11月2・9・16・30 日）15:00 〜 17:00
30 分のマッサージの施術を受け悩み相談ができます。講師／松岡善雄

優 ラフターヨガ de 多言語カフェ
　 第３水曜日（11 月 16 日）　10:00 〜 11:30
いろいろな国の言葉で笑うヨガエクササイズ。笑うことで多くの
酸素を取り入れます。講師／生木貴子、笠井由利

優 朝ヨーガ
　 第 4 日曜日 （11 月 27 日）9:30 〜 11:00　※先着 6 名
鍼灸師の先生がインドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸を意識し無
理なく身体を動かします。シニアの方にもおすすめ。講師／松岡善雄

音楽で元気になれるメニュー
優 うたごえカフェ
　 第 2 木・4 月曜 (11 月 10・28 日 )　15:00 〜 17:00
リクエスト曲に加え、懐かしの歌から朝ドラの歌、合唱曲、季節
の歌など毎回たくさんのジャンルの歌を歌っています。ピアノの
生演奏に合わせてみんなで歌います。講師／上平知子

優 篠笛カフェ「笛吹体験」
　 第 3 水曜日（11 月 16 日）16:00 〜 17:00 ※先着 5 名
講師が吹き方を丁寧に指導しますのでどなたでもお気軽に参加で
きます。楽器のない方には笛をお貸しております。講師／川崎安弥子

楽しいもの作りメニュー
優 スワロフスキー手作り講座
　 第 4 火曜日（11 月 22 日）　15:30 〜 17:00
キラキラ光るスワロフスキーを使ってアクサセリー（ペンダント）
を作ります。初心者の方でも簡単に作れます。
講師／林むつみ　★参加費 500 円（材料代込）

子育てに役立つメニュー
優　　　　　　　　　　　　　ふわふわベビーマッサージ教室（A）
　  第２金・第４月曜（11月11・28日）  10:30〜13:30   ※先着15名
優１歳さん以上の  ふわふわベビーマッサージ教室(B)
　第2火曜日（11月8日）10:30 〜 13:30　※先着 15 名
年齢に応じたマッサージの講座。講師／こもざわとみえ・せとあつこ
★参加費 100 円（オイル代含）　※ランチ交流会は別途 1080 円（スイーツ
料金は別途）★持ち物　バスタオル、フェイスタオルなど

優 楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
　  第3火曜（11月15日）　9:30 〜 11:00　※先着 5 名
素手抱っこやスリング体験、紐の調整など知って楽ちんなコツを伝授。
講師／山田今日子　★参加費 500 円

優 育児法セミナー（9月から６回シリーズ3回目）
　  毎月第2水曜（11月9日）　10:00 〜 11:30 テーマ「現在の環境」
子供の食べる・寝る・遊ぶをレベルアップする育児法を伝授。講師／清水友浩

▶避難者だけの特別または優遇メニュー
　（表記のないものは参加費無料）

気功クラス

気功クラス

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ朝ヨーガ

ラフターヨガ

うたごえカフェいも煮会

→ P1

→P7

→P7

→ P1

東福寺　紅葉狩り

オリエンテーション・夕食会

オリエンテーション

うたごえカフェ

篠笛カフェ

ベビーマッサージB ベビーマッサージA

ベビーマッサージA

楽ちん抱っこ

育児法セミナー

スワロフスキー

キッズ英会話　★参加費 500 円（テキスト代別途）　講師／西山

楽しみながら基礎英語力を養います。４スキルを伸ばします。
優 幼稚園クラス
　 毎週火曜日（11月1・8・15・22・29日）14:50 〜 15:40
優 小学生クラス
　 毎週火曜日（11月1・8・15・22・29日）15:45 〜 16:45
　 毎週木曜日（11月10・17・24日）16:00 〜 17:00
　 毎週金曜日（11月4・11・18・25日）16:10 〜 17:10

大人の英会話　★参加費 500 円（テキスト代別途）　講師／西山

目的やレベルに合わせた指導で、英語で考え話せる力を養います。
優 入門クラス
　 月曜日（11月7・14・21日）16:10 〜 17:10
　 水曜日（11月30日）14:50 〜 15:50
優 初中級クラス
　 月曜日（11月7・14・21日）14:50 〜 16:00
 　金曜日（11月25日）14:50 〜 16:00
優 中上級クラス
　 毎週木曜日（11月10・17・24日）9:30 〜 10:45

キッズ英語（幼小）

キッズ英語（幼小）

大人英語（入門）

大人英語（入門）

大人英語（初中級）

大人英語（初中級）

大人英語（中上級）

大人英語（中上級）

大人英語（中上級）

大人英語（初中級）大人英語（初中級）

キッズ英語（幼小）

大人英語（入門）

キッズ英語（小） キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（幼小）

大人英語（入門）

キッズ英語（小）
キッズ英語（小）

キッズ英語（幼小）

キッズ英語（小） キッズ英語（小）

１ヶ月検診から
あんよの1歳さんまでの

2016 年 11 月

ふるさとつながろうツアー

ふるさとつながろうツアー
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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごう

ワークショップ わくわくフォトワークショップ わくわくフォト

→P7

→P7

英語レッスンは

仲間作りもでき

ると大好評

うたごえカ
フェは、リ

クエ

スト曲のほ
かに季節の

歌や

合唱曲など
も歌います

常連ママも初めて参加のママも
すぐにママ友に＠べビマ

素敵なスワロフス
キーを使ったアクセ
サリーがたくさんで
きています

イクメン＆カイロ
プラクターの清水
先生の目から鱗の「育児セミナー」

みんなの手

ふるさと耳寄り
みんなの手

ふるさと耳寄り
みんなの手

ふるさと耳寄り

などを行っています。
　食品の放射能測定やホー
ルボディカウンタによる体
内残留放射能測定を行い、
測定したデータはウェブサ
イト等で公開しています。
他にも「ふくしまくらす交
流会」などを企画して、避難・
帰還・在住のお母さんが集
まって、お互いの気持ちを
受け入れて、食事をしながら話をする機会を定期的に
開催。福島県内や山形などの近隣地域・遠方への保養
の企画運営や情報共有、放射線や放射能防護に関する
セミナー開催など福島に住む人の暮らしに寄り添いな
がら活動しているのがわかりました。
　興味深いプロジェクトとしてタオルプロジェクトを教
えていただきました。これはタオルを外に干してタオル
の放射線量を計測するもの。結果もいただきましたがほ
とんど心配いらない値で安心しました。データの中の一
部高い場所に関しては説明していただきました。
　「30年プロジェクトのスタッフの方にいろいろアドバイ
スいただき、福島にも住めるかなと帰ってきました。」と
京都から福島市に帰還したママの声も直接お聞きました。
　帰還を考えておられる方はぜひ訪ねてみてはいかがで
すか？みんなの手の 2016 年冬ふるさととつながろうツ
アーでは、チャネルスクエアにある 30 年プロジェクト
さんを訪れます。お楽しみに！

ふるさとレポート
→ P5 からの続き

…福島市 30 年プロジェクトさん訪問

▲インドアパーク スラックライン

ワークショップ わくわくフォト

①京都開催のふるさとワークショップ＆オリエンテーションに参加 ※オリエンテーションは 12 月にも実施 
　2016 年11月19日（土）17:00～（1 時間程度、希望には夕食付き）　もしくは11月26日（土）10:00～（1時間程度、希望者にはランチ付き）

②福島での交流会に参加 
　１）福島市や福島市周辺の方は
　日時   2017年1月４日（水）11:00～13:30  場所 チャネルスクエア福島県福島市南矢野目字夜梨 4-1 http://channelsquare.jp  駐車場あり

　内容 チャネルスクエア内にある 30 年プロジェクトさんのお話を聞いて、チャネルスクエアのカフェでランチ交流会
　２）郡山市や郡山市周辺の方は
　日時 2016年12月29日（木）　場所 郡山駅周辺　内容 避難者交流会（詳細は決まり次第ＨＰ上に更新し次回の定期便でお知らせします）

新幹線助成のための要件

注意事項 ★オリエンテーションに参加できない方には個別対応いたします。★交流会に参加できない方は他の団体主催イベントへの振替案内をします。
 ・その他 ★自宅⇔福島県の自宅までの移動日はご自分で設定しチケットの手配をしてください。
　　　　 ★新幹線のチケットは出発 1 か月前から購入可能なので、お早めにお申し込みください。

お問合せ メールもしくはお電話で→メールアドレス : minnanote123@gmail.com　☎ 070-5656-5621　西山まで
ツアーのお申込み方法 申込書を郵送もしくは持参の場合→ 〒 612-8082 京都市伏見区両替町 4-319　一般社団法人みんなの手宛
　　　　　　　　　　 申込書をスキャンしてメールで送信の場合→メールアドレス : minnanote123@gmail.com
　　　　　　　　　　 ホームページから直接お申込みの場合 → http://www.minnanote.org にアクセスして、必要事項を入力

主催 一般社団法人みんなの手　　　協賛 福島県避難者支援課　国際ソロプチミスト京都 - 北山　　　協力 ふくしま連携復興センター

その4
メイン記事詳細は
　　　  　　　　→ P1 へ 新幹線で福島へ帰省しましょう！　P1 からの続き
「ふるさととつながろうツアー」 に参加して
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発行者 みんなの手
オフィス ☎075-632-9362
↓カフェ ワークショップ・イベント申し込み
☎075-632-9352
↓問い合わせ・相談
☎070-5656-5621
京都市伏見区両替町 4-319 
MAIL:minnanote123@gmail.com
HP:http://www.minnanote.org
http://www.facebook.com/minnanote
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2
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みんなの手
12月の予定

みんなの手
1月の予定

季節だより京都の

みんなの手
12月の予定

みんなの手
1月の予定

季節だより京都の
みんなの手

活動報告 review
みんなの手

活動報告 review
 2016 年 9 月
大東建託の不動産アドバイザーを招いて、
住宅相談会＆夕食会を開きました。

みんなの手

活動報告 review

近鉄「桃山御陵前」駅より徒歩2分
京阪「伏見桃山」駅より徒歩1分
大手筋商店街を西へ、すぐ
一筋目のソフトバンクを左折、
左側ねり天屋さんの向かいの
3階がオフィスになっています。
カフェはその先 50m右側の京町屋です。

大手筋商店街

みんなのカフェ
みんなの手★

★

みんなの手
12月の予定

みんなの手
1月の予定

クリスマスツリー作り、京都の雑煮を食する集い、
ふるさととつながろうツアー（～１月）

アクセス　Access

　不動産屋さんからは、賃貸に関しての情報をみんなの手
のスタッフからは住宅選びの選択肢、役立つサイトや秋の
ＵＲキャンペーンを紹介しました。その後は夕食を食べな
がら皆さんで歓談しました。来年の春に向けて住宅探しの
山場を迎えます。春前に動く！ことが大切なので、皆さん
もぜひ動き出してくださいね。

 11月も夕食会＆住宅相談会   があります。
仲介手数料ゼロ！の避難者にフレンドリーな不動産アドバ
イザーさんをお招きいたしますのでぜひご参加ください！

餅つき交流会

京都の季節だより
京都の秋といえば、紅葉狩りです。
ぜひ、紅葉を見に
行ってみてはいかがですか。
11 月下旬あたりから楽しめます。

京都の紅葉の見ごろスポット
東福寺・泉桶寺・高台寺・清水寺・永観堂・
真如寺・府立植物園・詩仙堂・常相院・三千院・
嵐山・常寂光寺・清滝周辺

一度は行きたい！紅葉穴場スポット
蓮華寺・法然院・日向大神宮

秋のライトアップ始まります
市内各地で夜間の特別拝観が始まります。清水寺・
青蓮寺・永観堂・天龍寺の宝厳院などでライトアッ
プ始まります。

▼東福寺

▼日向大神宮


