
きのわ(みんなのカフェ)
ワークショップ・イベントお申し込み

相談・お問い合わせ・お申し込み

きのわ
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ふるさととつながろうツアー

仮申し込み方法

参加者名・人数・電話番号・メールアドレスを記載
の上、みんなの手までお申し込みください。
折り返し、申し込み用紙、要項を送りますので、要項
を読んでいただいた後に申込書に記載し返信してい
ただき、申し込み完了となります。

ふるさと福島の現状を把握すること、同郷人間のつながりを深めることを目的に行
うツアーです。避難先からツアーの集合場所までの交通費、宿泊費などを支給い
たします。

前年度のアンケート等で年間のスケジュールを事前にお知りになりたいというご要望がありましたので、２０１９年度の
予定をお知らせいたします。

実施予定（９回）

2019年　・7月28日 ・8月11日 ・9月22日 
　　　　  ・10月13日 ・11月3日 ・12月28日

2020年　・1月4日 ・2月（未定） ・3月21日

ADRを通じて行う原発事故賠償請求に関する説明会・相談会を実施　7月・9月他

・芋煮会 10月　・餅つき交流会 1月初旬　・夕食会

・夏の交流バスツアー　8月 
　※8月のツアーの詳細は６月末に決定・告知
・秋の交流バスツアー 11月　・冬の交流バスツアー 2月

帰還や生活再建に役立つセミナー実施

随時

イベントや役立つ情報をHPやFBを通じてメーリングリストによるイベント等の定期メール
送信　※メーリングリストに登録される方を募集中！

※年度スケジュールや詳細は7月上旬に決定し配布予定

今年度予定の訪問地域　
（福島・郡山・田村・いわき・会津・二本松・猪苗代等）

避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

福島県避難者支援課様から補助金、国際ソロプチミ
スト京都―北山様と、新たに、京都橘ライオンズクラ
ブ様から支援金をいただきまして、引き続き皆様のサ
ポートができることとなりました。支援者の方々に感
謝を忘れず、皆様と共に今年も歩んでいきたいと思
いますので、よろしくお願いいたします。

日 時
集 合

2019年7月28日（日）11時～16時半
郡山駅 9時半　いわき駅　10時半

郡山駅 18時　いわき駅　17時

第１回ふるさととつながろうツアー

ふるさととつながろうツアー

１）ADR相談会

１）避難者交流会

２）避難者交流バスツアー

２）役立つセミナー

３）発信

４）相談

「いわきのあの時・今を知るツアーin湯本温泉」

湯本温泉の辿った8年について伺う・浜の復興体感ツアー
30名

内 容
定 員

解 散

日 時
集 合

2019年8月11日（日）
郡山駅　11時
郡山駅　17時

第２回ふるさととつながろうツアー

「自然の中で子育てを in 猪苗代」

猪苗代の自然を体感しながら、自然の中の子育てについて一緒に
考えるツアー
30名

内 容

定 員

解 散

June
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年間スケジュール

Schedule

編集後記
6月になると和菓子屋さんの店先に並んでいる「水
無月」。京都では6月30日に無病息災を祈りいただ
きますが、甘い小豆ののったういろうが、以前は好
きではありませんでした。今年になり、ひやっとした
食感がこの季節にぴったりだと思い、大ファンにな
りました。梅雨の季節に「水無月」。皆様もぜひお試
しくださいね。（N）

サポート 

交流 

福島と結ぶ 



参加費 :1000 円

講師 : 山田今日子
定員 : 5名 受講費：月謝 6,500円

講師：西山祐子

レギュラーワークショップ きのわでは定期的なワークショップや、楽しいイベント、交流会を企画しています。
お友達もお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

キッズ英語
（小学生クラス）
大人英語
（ 入門、初中級）

ベビーマッサージ

楽ちん抱っこ
グルーデコ
キッズ英語
（幼児クラス）

大人英語
（中上級）
キッズ英語
（小学生クラス）

ベビーマッサージ
篠笛カフェ

第3 第 2
第 2第 4

鍼灸マッサージ予約 朝ヨーガ予約

毎週

毎週

毎週

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 日曜日
M
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第４

毎週

毎週

グルーデコレッスン

グルーデコは二種類の特殊な粘度とキラ
キラ素敵なスワロフスキーのストーンを使
って、簡単に大人かわいいアクセサリーを
作る事が出来る新しいハンドワークです。
手ぶらで気軽に参加していただけます。

参加費 :1000 円(材料費込み)
第4火曜日 15:00～16:30
講師 : 林むつみ

キッズ英語クラス
英語で自己表現できる力を身につける指導
をしています。

幼稚園クラス
英語の音や言葉に親しみ、楽しみながら英
語を身につけます。

受講料 : 月額 5,000 円（月 4 回）

福島県出身鍼灸マッサージ師による全身
マッサージ。お一人30分のセッション。

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。
シニアの方にもオススメ！

ベビマを通じてお子様もママもリラックス！
親子の絆作りにも役立ちます。

日時  毎週  水曜日  15:00～17:00

日時　第３or４日曜日　9:30～11:00

予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

ふわふわベビーマッサージ教室

（ローリタッチケア協会認定講師）

参加費 :1000 円（オイル代、アート写真

第２金曜日・第４月曜日
10:30 ～13:30

持ち物：バスタオルフェイスタオル等

（定員6組/予約制）

対象：生後2ヶ月～2歳頃のお子さんと
　　  ママ対象

講師 : こもざわとえみ、せとあつこ
楽ちん抱っこと楽しいおんぶ

第3火曜日
9:30～11:00 

鍼灸マッサージ＆相談(避難者限定)

朝ヨーガ

素手抱っこやベビーウェアリング体験、紐
の調整など楽チンな
コツを伝授します。

篠笛カフェ

参加費 :500 円
講師 : 川崎安弥子

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。
笛レンタルあり（事前予約要）

第2日曜日 10:00～11:00

定員 : 先着5名

楽しく身につく大人の英語クラス

レベルに合わせて、英語・英会話を指導し
ています。英語好きの仲間作りもできます。

日時　第１・２・３月曜日 16:20～17:20

日時　第１・２・３月曜日 15:00～16:10

コミュニケーショ
ン力アップのた
め、インプットと
アウトプットバラ
ンスよく学びます

さらに英語力を伸ばすために、多読多話を
通じ、弱点強化トレーニングをします
日時　毎週木曜日　9:30～10:45
参加費：1,000円 講師：西山祐子

日時　毎週火曜日 15:00～16:00

文科省の新学習指導要領対応のカリキュラ
ムで4スキルを伸ばす指導をしています。

小学生クラス

日時　毎週木曜日 16:30～18:00 
(フォニックス＆英語学習)

入門クラス
英語の基礎を学び、基本の会話練習をします

初中級クラス

中上級クラス

メールでプレゼント込）
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第２回 ADR説明会＆夕食会

きのわ主催のイベント

June
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Workshops

2019年7月13日（土）15時～20時
林一平先生（司法書士）

個人セッション　15時～17時 ＆18時～20時
ADR申請に関する説明　17時～18時

※個人セッションはセッションの時間におひとり30分でご予約ください。
夕食会　18時～

ADRを通じて行う原発事故賠償請求の説明会並びに個人相談会を行います。3月に参加された方はカルテをもとに
申請書内容の確認と追加事項の確認していただきます。

きのわ夏のキッズ英語デイキャンプ

参加者名・人数・個人セッション希望時間・夕食会参加の有無・電話番号・メールアドレスを記載の上、
みんなの手までお申し込みください。

参加者名・人数・学年・学校名・保護者の方の住所・電話番号・メール・を記載の上、みんなの手
までお申し込みください。折り返し、必要書類を送ります。

2019年7月10日

この夏、英語を使ってディキャンプを楽しみます。日頃習っている英語を試すチャンスです。
仲間と一緒に自然体験、料理、ゲームを通じて、自然に親しみ、自主性やチームワークスキルや英語でのコミュニ
ケーション力をつけることができます。キャンプに必要な英語のワークショップに事前に参加する
こともできます。仲間と一日英語で過ごした後、最後は、きのわ硬貨でオークションもします。
楽しみながら学ぶ英語ディキャンプにお誘いの上、ご参加ください。

日時

2019年7月21日（日） 友愛の丘（城陽市）
JR桃山駅　8時　　解散　JR桃山駅　16時

JR奈良線　キャンプ場まで電車と徒歩（15分）
3,000円（交通費・ランチ代・活動費・オークション景品代込）

英語を学んだことのある小学4年生～中学生2年生

自然探索・ランチ作り（カレー・ナン・パンケーキ）・ゲーム・オークション
キャンプ中は英語でコミュニケーションを図ります。

20名（先着順で受付）

キャンプの英語を学ぶ事前ワークショップ実施中。（１セッション1,000円）
カレールー・ナン・スイーツは全て手作りで作ります。ナンはピザ釜で焼きます！
きのわ貨幣でのオークションあり。

日時

講師

スケジュール

お申し込み

お申込方法

申込締め切り

場所
集合
交通手段
参加費

対象

内容

定員

その他
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