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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 師走！グレードアップしたクリスマスやお正月迎えましょう！
今年最後の月を迎えます。何かと忙しい師走。お正月の準備もあると思いますが、クリスマスやお正

月を準備する企画しておりますので、ぜひご参加ください。

その１　

その２　

★日　時　12 月 3 日（土）10 時から 11 時半
★場　所　みんなのカフェ
★参加費　お一人様 500 円　（材料費）
★内　容　クリスマスリース作り
★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　12 月 1 日（木）人数把握のためにお早めにお申し込みください

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

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

今年はご自分で作ったリースでクリスマスを迎えませ
んか。おひとり様、お子様連れの参加も OK です。

京都は、白みそを使った雑煮でお正月を迎えます。京の雑煮
やふるさとの雑煮をいただきながらわいわいガヤガヤ避難者
交流を図りませんか。レシピも提供しますので今年はおうち
で京雑煮を作ってみてはいかがですか。

★日　時　12 月 17 日（土）　18:00 ～
★場　所　みんなのカフェ
★参加費　無料　※事前申し込み要（先着順受付）
★内　容　夕食 ( 京増雑煮・東北・関東風の雑煮　他 )
　①住宅相談ブース
　②未来デザインワークショップ
　　（住宅・仕事・教育・生きがい等の優先順位をつけて
　　立て直していく方法を整理しましょう！）
　③相談コーナー　子供さん・教育進学の悩みのお話をおききします。

　④京料理のレシピ提供
★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　12 月 14 日（火）人数把握のためにお早めにお申し込みください。

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

協賛 復興庁・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

クリスマスリース作り

師走～京雑煮を食する夕食会＆
住宅ブース・
未来デザインワークショップあり！

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

②個別対応
（避難先から自宅までの交通費がすべて無料）
＊ ツアーの日程に合わない場合は、個別の交流会
を設定して、福島県内で開催の交流会参加で無
料で福島県の自宅に帰省できます。（人数の関係で
実施できないこともありますのでその点はご了承ください）

①年末年始実施のツアーに参加
（避難先から自宅までの交通費がすべて無料）
＊12月28日or 29日or1月3日or 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。

１）福島市や福島市周辺の方は
日時   2017年1月3日（火）４日（水）11:00～13:30  
場所 福島市でランチ交流会
２）郡山市や郡山市周辺の方は
日時 2016年12月28日（水）29日（木）　13:00～15:30  
場所 郡山駅周辺　郡山市で交流会
オリエンテーション実施　
12 月3日・11日 11 時半～／17日17 時半～　みんなのカフェにて

その3

新幹線助成の要件、
その他詳細
　　　  → P7 へ

いずれかの交流会への参加が必須です。
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住宅情報 column

◆長栄　

電 話 　0120-863-901　
URL　https://www.kk-choei.co.jp/
関西各所に営業センターあり
本社　〒600-8429　京都府京都市下京区万寿寺通烏
丸西入御供石町 369 No.60 京都烏丸万寿寺ビル 9F

　京都、滋賀、大阪で事業展開中の会社です。特筆す
べきは入居者への手厚いサービス。24 時間暮らしの
トラブルサポートサービスはもちろんのこと、管理物
件の入居者サービスとして会員制の生活サポートクラ
ブを運営しています。
　引越し割引、家具購入割引、通信費削減提案サービ
ス、カーシェア割引、飲食店やホテル・日帰り湯、映
画館やテーマパークなどで最大９０％の割引サービ
ス、入居者限定の宝くじ、８千円のエアコンクリーニ
ング、オンライン家庭教師、貸農園（肥料と指導無料・
農機具レンタル）など、誌面で紹介しきれないぐらい
盛り沢山のサービスを実施中です。
　特に入居者間の交流ができるサービスでは、物件の
垣根を越えて入居者同士が交流できるイベントも多
く、一年を通じて、多彩な催しが開催され、五山の送
り火鑑賞や夏祭り・春のボーリング大会など月ごとの
イベントには、多数の入居者が参加するのだとか。。。
　賃貸マンション住人は町内会に入れず、地域の地蔵
盆に参加できない場合もあります。そこで、入居者の
皆様・特に子どもたちに夏の思い出を。との長栄さん
の思いから始まった夏祭り。過去には東映太秦映画村
や京都水族館で 2 日間（夜間）貸し切りのお祭りを開
催。6000 人以上の入居者が来場して盛り上がったそ
うです。魅力的なサービスと、ここまで入居者を考え
るその心意気に励まされる入居者も少なくないと思い
ます。も、もっと早く知りたかったという声も。。！避
難先で土地勘や昔ながらのお付き合いのない私たちの
住居探しには、物件紹介や入居条件の交渉も含め、良
心的な不動産会社のサポートがあると心強いですね。

◆株式会社 CONTEMPORARY COCOON ROOM 702
電話　075(708)2686
URL：　http://www.ccr702.com/
本社　〒 606-8277　京都府京都市左京区北白川堂
ノ前町 1 デュ北白川 1F　　

その他京都の不動産屋会社特集！
■入居後のサポート態勢が抜群です　私たち入居者と
　不動産会社との関係は、お部屋紹介から鍵の引き渡
し、退去時手続きくらいです。最近は顧客サービスの
一環として入居者への手厚いサービスを行う会社も登
場しているようです。

　京都駅近くのホテル内／家具付き賃貸物件 !?  農園
付き賃貸物件！ カフェやスーパー上階のシェアハウ
ス、人気学区の売買物件、ＤＩＹ可＆現状回復なし賃
貸物件など、魅力あふれる物件をご紹介頂けます

◆取扱い物件の一例：
物件所在地／京都市伏見区桃山町泰長老（現在受付中）
　ＪＲ，京阪も通る便利な場所で、京都駅まで電車も
車も 20 分程度。学区も大変評判が良く、市内有数の
人気地区のため、物件を手放す時も値崩れしにくく買
い手が見つかりやすいと言われる地域です。物件所在
地は静かなエリアにあり緑豊かな環境で、駐車スペー
ス（背の低い車専用）有り、又リベーションプランも
あるそうです。このエリアではだいぶお得な価格帯の
物件です。　　
物件名　伏見桃山城の麓のお家
　　　　京都市伏見区桃山町泰長老　
価　格   １１８０万円
交　通　ＪＲ奈良線「桃山」駅 7 分　
　　　　近鉄「桃山御陵」駅徒歩 14 分
　　　　京阪「伏見桃山」駅徒歩 15 分 
面　積　土地：５６．７４㎡（１７．１６坪）
建　物　５９．９８㎡（１８．１４坪）
特記事項  建ぺい率６０％　容積率２００％　第１種
中高層住居専用地域　南向き　前道４ｍ
　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。

みんなの手

住宅情報 column
みんなの手

住宅情報 column 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

→ P7 に続く
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街　情報かど
みんなの手

街　情報かど
みんなの手

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　西本願寺、真宗本廟（東本願寺）、渉成園、梅小
路公園、京都水族館など
住み心地　京都駅からバスや地下鉄でアクセスでき、便利な
市街地。東西本願寺周辺は仏具関係のお店が密集したエリア
や、観光旅館、観光ホテルなども点在。五条、七条、烏丸、
大宮、堀川、河原町といった南北の大きな通りにはオフィス
街、その内区画は暮らしのエリアになっているが、治安のよ
くない場所も点在するので、不動産屋さんでよく相談して決
めたい。駅の近くはほとんど食料品売り場がなく、駅地下ポ
ルタ内での買い物になる。中央卸売市場があるも、一般のも
のは入れないので、近くの商店街か、フレスコなどの食品スー
パーをチェックしておきたい。
交通事情　京都駅前はロータリー等の整備も進み、バス、タク
シー、マイカーともにそれほど混雑はなく流れている。地下街

「ポルタ」もあるので、人の往来も激しいかわりに、混雑感
はない。大きな立体歩道橋のある五条堀川の交差点は、東西
の五条通りが、名古屋と大阪を結ぶ 1 号線、南北が奈良へと
続く 24 線に直結し阪神高速京都 8 号線の利用で松原や生駒
といった東大阪、奈良方面へのアクセスも整う。JR 奈良線、
湖西線、京都線、山陰線各線のほか、京都駅から南北に地下
鉄東西線、奈良・伊勢方面は近鉄線が利用できる。京都西本
願寺に龍谷大学文学部、四条烏丸に池坊短期大学、丹波口に
京都産業大学付属中学と高校がある。京都駅の北西、鴨川以
西の一帯への京都市立芸術大学の移転構想も進みつつある。
文化教育→京都市立教育機関http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/ 参照
市立の幼稚園は開智幼稚園、揚梅幼稚園の２つ、西本願寺内
にも幼稚園がある。小学校は９校、中学校は 3 つあり、平成
27 年度の統計によると、小学生は 2740 人。また、京都
駅近くには、大学コンソーシアムが運営するキャンパスプラ
ザ京都があり、大学間交流の拠点として、セミナーや講習会
が開催されている。

１◆◆下京区◆◆　京都駅の北側、四条通よ
り南、東は鴨川、西は桂川までのエリア 　今回は

▼こちら
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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 12 月 17 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　避難者交流会で避難者通しの交流を深めてから、
住宅相談ブースにて相談会。今回は伏見桃山に特化した不動
産屋さんが相談ブースを担当します。管理物件など限定物件
の案内もできますので、学区にこだわりのある方はぜひご参加
ください！また、住宅のみならず、これからのあなたの未来を
デザイン・サポートするワークショップも行いますので
ぜひご参加ください。

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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避難者支援
情報

電話　仙台いのちの電話　022-718-4343
相談時間　年中無休 24 時間 
※毎月 10 日（午前 8 時から翌朝 8 時）は，自殺予防いの
ちの電話 0120-738-556 （フリーダイヤル）を実施。

全避難者の方
東日本大震災心の相談電話
住まいのことお金のこと、仕事のこと、心と身体のこと 子
育て・教育のこと その他相談等臨床心理士がご相談に乗り
ます。被災に伴う精神的な悩み・問題に関すること 　支援
活動に関係する方々の精神的なサポートに関すること 　Ｐ
ＴＳＤに関する啓発的支援 　原発損壊に伴う各種不安に対
する啓発的支援
電話　一般社団法人日本臨床心理士会・臨床心理士による電
話相談　03-3813-9990 
相談時間　毎週月曜日・水曜日・金曜日の９時から１２時（祝
日を除く） 　
毎週月曜日から金曜日の１９時から２１時（祝日を除く）

よりそいホットライン
どんなひとの、悩みにも寄り添って一緒に解決する方法を探
します。暮らしの中で困っていること、ＤＶ等の助成の相談、
死にたいほどのつらい気持ちを聞いてほしい方、一緒に考え
ましょう！
電話番号　一般社団法人社会的包括サポートセンター　どな
たでも　0120-279-338　
岩手・宮城・福島の方専用番号　0120-279-226
相談時間　24 時間

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

　避難先で困難に出くわした。なんとなくブルーだ。話す人が
いない。そんなときは、公的な相談ラインを利用しましょう！

福島県の避難者の方 
帰還・生活再建に関する相談窓口「被災者のくらし再建相談
ダイヤル」の設置
相談内容　住まい、健康、子育て、就労、就学、環境など、
帰還や生活再建に関する相談。 相談に応じて、県で実施し
ている各種支援策や関係機関の取組み、担当窓口の連絡先な
どを案内。
電話番号  0120-303-059
※フリーダイヤルですので、電話代はお気になさらずにご相
談ください。 
受付時間　9 時 -17 時（月曜日〜金曜日）
※祝日・年末年始を除く

宮城県の避難者の方
------- みやぎ心のケアセンター -------
被災された方々の心の相談や心の健康に関する講話，講演会
等を実施。心の不調を感じたらご相談してみてください。
電話　みやぎ心のケアセンター　基幹センター　022-263-
6615 ／石巻地域センター　0225-98-6625 ／気仙沼地
域センター　0226-23-7337 　
相談時間 8 時 30 分から 17 時 30 分
※平日のみ・年末年始を除く
------- いのちの電話ダイヤル -------
不安な気持ち，つらいこと。話してみませんか。

こころのケア相談窓口

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…③～墓選びと事務手続き～
　不慮の死に備えるシリーズ最終回は、お墓のことと各種手続
きに関してです。
　お葬式のあとに考えるのは、お墓のこと。まずは故郷にお墓
に納骨する場合は、悩むことはありませんが、故郷のお墓に戻
れなかったり納骨しても定期的に参ることができない場合、避
難先でお墓を建てることも検討することもあるでしょう。
　お墓を持つことは永代使用権を得ること（管理費の継続支払
いが前提ですが）です。選択肢は公営・市営の霊園・永代供養
墓所・境内墓地の 3 種類。府営・市営の墓地は、自治体が運営
管理しているので管理費が安いですが、使用条件は故人や承継
者が住民であることが条件。つまり住民票の移動が必要です。
宗旨宗派が不問。永代供養墓所では、宗教法人が母体で、民間
企業が経営。様々な形がありタイプにより価格が異なります。
樹木葬や合祀墓等は安価。境内墓地は第一条件。毎年維持会費・
管理費を払うことで供養してくれます。
　故郷のお墓も避難先のお墓もどうしたらいいのかわからない
方には「改葬」を検討してみてはいかがですか。改葬とはお墓
の引っ越しです。故郷のお墓を避難移住先に移すこともできま
すし、避難移住先にお墓を建て、いずれ、故郷のお墓に移すこ
ともできます。その際は、元の墓地と受け入れ先の墓地の双方
に加えて行政の許可も必要です。

主要な死亡後手続き一覧
必要な手続き
住民票　　世帯主変更届　14 日以内
戸籍　　　復氏届＆婚姻関係終了届　期限なし
健康保険　国民健康保険 資格喪失届 /14 日以内 / 葬祭費　2 年以内
　　　　　健康保険　資格喪失届 /5 日以内 / 埋葬料　2 年以内
　　　　　高額療養費　2 年以内
年金　　　年金受給権者死亡届　
　　　　　　厚生年金は10日、国民年金は14 日以内
　　　　　未支給年金請求　
　　　　　　受給准者の年金の支払い日の翌月の初月の初日から 5 年
　　　　　国民年金　遺族基礎年金
　　　　　　支払い理由が生じた日の翌日から 5 年
　　　　　　寡婦年金　亡くなった日の翌日から 5 年　
　　　　　　死亡一時金　亡くなった日の翌日から２年
　　　　　　厚生年金　遺族厚生年金　支払い理由が生じた日の翌日から5年
所得税　　確定申告　準確定申告　4 か月以内　
　　　　　　事業継承　青色申告承認申請書　4 か月以内
その他　　クレジットカードの解約　電気・ガス・水道・
　　　　　 NHK・インターネットなどの利用停止　預金等の名義変更
　　　　　 不動産の相続登記　相続税の申告等

必要な情報を記載しておくことや遺言書を作成しておくと、遺
族にとり、各種手続きがスムーズになりますのでエンディング
ノートなどを使ってまとめておくことをお勧めします。

次回からは避難生活に役立つ新シリーズです！
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みんなの手
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みんなの手

ふるさと耳寄り

　〜福島県に住民票のある方〜 18 歳未満のお子さん
の医療費の自己負担分の助成〜
対象者　県内に住民票があり、健康保険に加入してい
る１８歳までの方 （１８歳に達する日以後の最初の 3
月 31 日までの方） 
内容　避難先の医療機関の窓口で支払った対象者の自
己負担額を市町村が支払います。
手続き方法　
①市町村の地域福祉課または支所・出張所で登録。
②医療機関で医療費を払ったのち、所定の用紙に記入
し医療費の領収書を添付して 1 か月分まとめて、地域
福祉課・各支所・出張所に持参もしくは郵送（登録＆
申請用紙は市町村のＨＰ上でダウンロード可）③指定
口座に振込
お問い合わせ
　還付手続等については、住民票のある市町村窓口に
お問い合わせください。援助金などを含める必要はあ
りません。詳しくは申請支援窓口まで。親身になって
相談に乗ってくださるのでぜひご相談してみてはいか
がですか。

　事務センター 申請支援窓口（福島
県生活拠点課）  場所 福島県ではス
マートフォンやタブレットの帰還支
援アプリで、ふるさとの情報を伝え
ています。
故郷の情報（学校、保育所、幼稚園、
学童クラブ、福祉施設、病院、商店
街、公営住宅、役所などに関する情報）
をチェックすることができます。

ダウンロードの仕方　「AppStore」
「GooglePlay」から「帰還支援」
で検索、または QR コードからダ
ウンロード（無料）して利用可。
問い合わせ先　福島県情報政策課
☎ 024-521-7133
ダウンロードしてみての感想：支所や図書館などで開
催のイベント情報は、帰省した時に参加できるイベン
トを探すのに便利。公営住宅や学校などの公的情報を
地図上で検索できるのも便利でした。

福島県民間賃貸住宅等家賃への
支援制度の申請時期について

　この支援制度とは　応急仮設住宅の受入れが終了
する 2017 年 3 月末（京都府受入れの場合は避難か
ら避難者受入れが入居後 6 年となっているので例外）
以降も避難生活を継続したい方を対象にした支援制
度です。
　この家賃補助制度の補助期間は最長で 2 年 3 か月。
2017 年 1 月からの家賃から補助が可能になります。
注意しなければならないのは、申請時期です。民間賃
貸住宅等の契約締結月から対象なので、家賃が発生す
る月には申請する必要があります。ただし、2017
年 6 月 30 日までならば３か月後の属する月の末日
まで補助対象金額を算定できるので、最長で 2017
年 （平成 29 年）６月 30 日までに県が受理した場
合は、2017（平成 29 年）年１月分の家賃等から
補助対象金額が算定できます。2016 年（平成 28 年） 
12 月 31 日 時点で民間賃貸住宅等へ転居済みの場
合は、2017 年 ( 平成 29 年 ) ３月 31 日までの受
理分がさかのぼり算定できます。
　また、収入要件に関しては、世帯全員の年間所得の
合計で 2016 年度（平成 27 年度分）の所得に基づ
いていること。母子避難などの 2 重生活世帯は、月
額収入要件は倍になりますが、ご主人が仕事の関係で
福島県外に住民票を移動している場合は対象外です。
母子家庭の方の所得には、養育費や実家からの援助金
などを含める必要はありません。
　詳しくは申請支援窓口まで。親身になって相談に乗っ
てくださるのでぜひご相談してみてはいかがですか。

相談窓口開設期間　収入要件の事前確認（希望世
帯のみ）→ 収入要件事前確認依頼書（第１号様式） 
2017 年 10 月３日より 2017 年 12 月 28 日

（当日消印有効）まで
申請受付窓口・申請手続き相談　福島県民賃等補助金
事務センター 申請支援窓口（福島県生活拠点課）  
場所 〒 960 － 8043 福島県福島市中町１-19 中町
ビル６階    
電話　通話料無料。受付時間９時から 17 時まで（土
日祝休日、年末年始を除く。）　
0800-800-0218、0800-800-0261、0800-
800-0273 

子どもの医療費助成事業について

福島県への帰還支援アプリ
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　「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
　 第 2・4 木曜日（12 月 8・22 日）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（12 月 7・14・21 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（12 月 21 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 （12 月 18 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 (12 月 8・26 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（12 月 21 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（12 月 20 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（12月9・26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（12月13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（12月20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（12月14日）　10:00-11:30 テーマ「免疫力を高める」
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

朝ヨーガ ラフターヨガ

うたごえカフェ

クリスマスリースづくり

夕食会

移住者ランチ会

→P7

→P7

→ P1

→ P1

→ P3

オリエンテーション

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（12月6・13・20日）14:50 〜 15:40
優 小学生クラス
　 毎週木曜日（12月1・8・15日）16:00 〜 17:00
　 毎週金曜日（12月2・9・16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
　 毎週月曜日（12月5・19日）16:10 〜 17:10
優 初中級クラス
　 毎週月曜日（12月5・19日）14:50 〜 16:00
優 中上級クラス
　 毎週木曜日（12月1・8・15・22日）9:30 〜 10:45
大人の英会話クリスマスパーティ
　 12 月 12 日 ( 月 )16 時〜

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（中上級）

大人英語（初中級）大人英語（初中級）

キッズ英語（幼）

大人英語（入門）
大人英会話クリスマス

キッズ英語（小） キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（幼）

大人英語（入門）

キッズ英語（小）
キッズ英語（小）

キッズ英語（幼）

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 12 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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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」
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みんなの手

ふるさと耳寄り
みんなの手

ふるさと耳寄り

　今月は避難者の方に人気の京都市伏見区の桃山小学校
学区の物件情報です。桃山小学校学区は京都でも人気の
学区のため物件も少ないようなので、賃貸情報をこまめ
にチェックすることをお勧めします。最寄り駅はＪＲ桃
山駅・京阪伏見桃山駅・丹波橋駅・墨染駅・観月橋駅・
近鉄桃山御陵前駅・丹波橋駅等。情報提供は桃山御陵前
徒歩 1 分のミナ―ジュさんより。
詳しい情報は HP http://www.minaju.com/
電話　075-605-1138まで。まだまだ物件あります。
桃山小学校学区の賃貸住宅情報は以下！

間取 / 面積　駅名徒歩 / 住所　家賃＆共益費　
敷金・礼金　補償金　敷引　築年数
● 2K/ 約 25㎡　JR 桃山 4 分 / 桃山立売
　3.2 万円＋ 0.3 万円　1 か月・1 か月　0 万円　築 37 年
● 3DK/ 約 44㎡　観月橋 8 分 / 桃山泰長老　4 万円
　4 万・0　0 万円　築 44 年
● 2DK/ 約 45㎡　桃山御陵前 14 分 / 桃山泰長老
　5.5 万円＋ 1 万円　1 か月・1 か月　0 万円　築 27 年
● 2DK/ 約 47㎡　桃山御陵前 14 分 / 桃山町本田上野
　5.8 万円＋ 0.4 万円　0 万円・0 万円　0 万円 築 23 年
● 2DK/ 約 40㎡　近鉄丹波橋駅 8 分 / 桃山水野左京東町
　5.9 万円＋ 0.5 万円　0 万円・0 万円　0 万円　築 32 年
● 3DK/ 約 45㎡　観月橋 8 分 / 桃山泰長老　
　6 万円　0 万円・9 万円　0 万円　築 44 年

● 4DK/ 約 62㎡　近鉄丹波橋駅 5 分 / 桃山福島太夫北町
　9.8 万円　0 万円・0 万円　0 万円　築 42 年
● 6LDK/ 約 122㎡　近鉄丹波橋駅 6 分 / 桃山井伊掃部東町　
　11 万円　0 万円・3 か月　0 万円　築 53 年

賃貸物件情報 桃山小学校区の物件情報

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　※ 30 分程度 
2016 年11月26日（土）10:00～
もしくは12月3日（土）・11日（日）11:30～（希望者にはランチ付き）・もしくは12月7日（水）17:30～（希望者には夕食付き）
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3日（火）・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 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28日（水）29日（木）　場所 郡山駅周辺　内容 避難者交流会（詳細は決まり次第申込者に連絡します。）

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

→ P5 の続き
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みんなの手
2月の予定

季節だより京都の

みんなの手
1月の予定

みんなの手
2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 11 月
賀茂川の河原で毎年恒例の避難者交流いも
煮会をしました！

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
1月の予定

みんなの手
2月の予定

（～１月）　餅つき交流会　ふるさととつながろうツ
アー　未来デザインワークショップ

アクセス　Access

　2016年11月6日。前日のお天気とは一変して風の吹く肌
寒い日でしたが、賀茂川の河原には岩手、宮城、福島の避難者や
京都の支援者が30名以上集まり、懐かしい郷土の味を共に味わ
いました。京都市、宇治市、亀岡、吹田市から避難者の方が集まり、
初めて参加される方もおられ、避難者の輪がまた広がりました。
　寒い中、参加者が力を合わせていも煮の準備を。なかなかいも
煮が温まらずに、やっと食べられたいも煮はあったかくてカラダ
が温まりました。いも煮の他、いか人参、玉こんにゃく、季節の
果物やお菓子、ずんだスイーツやケーキ、地元の豆腐屋さんから
いただいたふわふわのお豆腐、、皆で集まっていただくと「本当に
おいしい」と実感しました。
　寒空の中、子供たちは、支援団体のお兄さんたちと、寒さなど
関係なく、駆け回り、遊びに夢中でした。
　来年もまたいも煮会で多くの方々とお会いしたいです。皆様ご
参加ありがとうございました。次は11月27日開催のガイド付
き東福寺の紅葉狩りでお会いしましょう！

 11 月 27 日には東福寺で紅葉狩りを
予定しています。参加申し込み受付中！

交流ツアー

京都の季節だより
～除夜の鐘はここで見る～

知恩院　平安時代末期、浄土宗の開
祖・法然上人が草庵を結んだことに始

まる浄土宗総本山。年越し番組などで

全国にテレビ中継される、日本で有名

な除夜の鐘。17 人の僧侶で打ち鳴らす

ため、一般の参拝者は撞く

ことはできないが、勇壮な

鐘撞を一目見ようと多くの

人が集まる。22 時半～　京

都市東山区林下町 400　075

－ 531-2111

＊鐘がつけるお寺

建仁寺　京都最古の禅寺。
除夜の鐘は 12 月 31 日 22 時

から 108 組に整理券を配布す

る。最初と最後の鐘は建仁寺

の僧侶が撞く。京都市東山

区大和大路四条下ル小松町　

075-561-6363

百万遍知恩院

毎月 15 日の手づくり市が有名な浄土宗の大本山。12 月

31 日 22 時半から 108 組に整理券をグループや家族単位

に配布。22 時 45 分より始まる除夜法要では道内を 1 周

する 1080 の大念珠を利用して数珠操りを行う。京都市

左京区田中門前町 103　075-781-9171

天龍寺

嵐山屈指の名所で世界文化遺産にも登録されている。除

夜の鐘は 12 月 31 日の 23 時 45 分から。23 時 30 分から

一般の参加者の参拝者に番号を渡す。（先着 108 組）。予

約不要。無料。

京都市右京区嵯峨天龍寺亡の馬場町 68 075-881-1235 


