
 

 

    

 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等

の被災者等（他市町村へ転出者含む）の一部負担金免除

措置が平成２６年２月２８日まで延長されます平成２６年２月２８日まで延長されます平成２６年２月２８日まで延長されます平成２６年２月２８日まで延長されます。。。。有効期

限が更新された免除証明書の提示が必要です。警戒区域

等以外の被災者は、ご加入の医療保険の保険者へお問い

合わせ下さい。 

～～～～天天天天までまでまでまで届届届届けみんなのけみんなのけみんなのけみんなの願願願願いいいい～～～～    

    

2 月で寄り合い処も 15 回目となります。避難されてい

る方やボランティアを合わせて毎回 20 名前後ですが、コ

ーヒーやお茶を飲みながら各々楽しくおしゃべりしてい

ます。福島県の方が多いのですが、最近、宮城県の方も

増えてきています。当初は眠れない日が続いていたけど、

最近やっと眠れるようになったとの声もありました。ま

た、寄り合い処は知っていたけど、初めて参加したとい

う方も毎回いらっしゃいます。寄り合い処は今後も継続

していきます。皆さまのご参加お待ちしています。 

 

 

 

この度の東日本大震災において、災害に遭遇したこと

はもちろん、その後の復興・再興の歩みの中で、誰もが

深く心を痛め、疲れてきています。もうすぐ 2年を迎え

ようとしていますが、何をするにも時間がかかります。

私たちは、それぞれが持ち場で頑張っていることを信じ、

その想いを鯉のぼりに託して子ども達に届けようと考え

ました。先の大震災の時も、神戸に届け続けたプロジェ

クトを再開します。多くの皆さまのご参加お待ちしてい

ます。 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

２０１３．２  第４号 

東日本大震災被災者支援団体連絡会 in かながわ 

事務局／ソクラテスプロジェクト 

ＴＥＬ  ０１２０－９６１－０９２ 

http://socrates.grupo.jp/ 

東日本大震災被災者支援団体連絡会かながわ 
  参加団体の紹介 
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 全国腎臓病協議会（全腎協）は、すべての腎臓病患者の医療と生活の質の向上を目的として 1971 年に設立

した患者会組織です。全国各地に「腎臓病の患者会（腎友会）」があり、現在、47 都道府県組織が全腎協に加

盟、約 10 万人の会員が活動を行っています。 

 全腎協では、腎臓病患者の声として行政や医療団体へ要望を申し入れたり、医療や福祉に関する問題提起や

政策提言を行っています。また、患者自身が病気への理解を深めたり、情報を得るための勉強会や講演会の開

催、会報誌の発行、国会請願署名運動、全国大会の開催、臓器移植の普及啓発活動など幅広く活動しています。 

 東日本大震災の際には全腎協災害対策本部を設け、被災地の腎友会と連携して情報収集や発信、支援活動な

どを行いました。通院のために必要不可欠なガソリンを確保するための関係各所への掛け合い、透析施設の被

災や患者自身の避難によって通常の透析を受けることができない患者への対応など、全腎協としてできること

を探りながらの活動となりました。また、活動を継続させていくために、災害対策委員会を立ち上げ、災害対

策の啓蒙活動や勉強会の開催などに取り組んでいます。  

参加団体名（順不同）  神奈川県社会福祉士会 神奈川県精神保健福祉士協会 ソクラテスプロジェクト 神奈川県腎友会 透析施設ＭＳＷ研究会 医療アクセス権プロジェクト 

全国腎臓病協議会 日本医療社会福祉協会 東京都医療社会事業協会  神奈川県医療社会事業協会 神奈川県立保健福祉大災害ボランティアチーム 神奈川災害ボランティアネッ

トワーク 神奈川県介護支援専門員協会 守りたい･子ども未来プロジェクト 国際救急法研究所  他   ＊今後も順次、他の参加団体の活動を紹介していく予定です。 
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鯉のぼり 
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 目や背びれなどのパーツ、鯉のぼりの本体はこち 

らで装備したものがあります。皆さまに作っていた 

だいたウロコを本体に縫い付けます。ウロコの作製 

にご協力ください。                                  

 作製したウロコのご提供いただく場合は、下記まで 

ご連絡ください。 

 尚、団体の場合は、型紙（本体、各パーツ含）を 

差し上げますので、鯉のぼりは仕上げたものをご提 

供ください。事前に下記までご連絡ください。 

  

連絡先    ０１２０-９６１-０９２  

        事務局 ソクラテスプロジェクト 
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２月のスケジュール     東日本大震災被災者支援団体連絡会 in かながわ 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１０ 

＊しゃべり場・弁護士

のよろず相談会 

 

 

１１ １２ １３ 

＊支援団体連

絡会定例会 

 

１４ １５ 

   

１６ 

＊お茶っこ うたっこ 

１７ 

＊しゃべり場・弁護士

のよろず相談会 

 

 

１８ 

＊富岡町交流

会 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

＊ふじさわ絆交流会 

２４ 

＊しゃべり場・弁護士

のよろず相談会 

＊寄り合い処  

番外 鯉のぼり製作 

 

２５ ２６ 

＊ お 茶 っ こ 

うたっこ 

２７ ２８ 

＊双葉町交流

会 

  

 

３月のスケジュール     東日本大震災被災者支援団体連絡会 in かながわ 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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＊しゃべり場・弁護士

のよろず相談会 

 

 

４ 

＊大熊町交流

会 

５ ６ 

 

７ 

 

８ 

＊楢葉町交流

会 

９ 

＊ふじさわ絆交流会 

＊ 市 民 活 動 フ ェ ア

2013 

＊ふるさとコミュニテ

ィ in かながわ 

１０ 

＊しゃべり場・弁護士

のよろず相談会 

＊ 市 民 活 動 フ ェ ア

2013 

 

１１ １２ １３ 

＊支援団体連

絡会定例会 

 

１４ １５ 

 

 

１６ 

 

 

２月 

３月 



 

うたっこ♪お茶っこ♪ 

2222 月月月月 16161616 日（土）日（土）日（土）日（土）13:0013:0013:0013:00----15151515：：：：00000000    県央地区交流会 あつぎﾊﾟｰﾄﾅｰｾﾝﾀｰ 3 階和室（本厚木駅東口徒歩 5 分）    

参加費：無料  事前申込希望、当日参加可 対象：神奈川県内に避難されている方  

地域の方々や皆さんで午後のひとときお茶や懐かしい童謡、なつメロを歌ったり、おしゃべりしながら交流しませんか？ 

2222 月月月月 26262626 日（火）日（火）日（火）日（火）10:0010:0010:0010:00----    かなっくホール 4階 音楽ルーム（東神奈川駅又は仲木戸駅徒歩 1分） 

参加費：200 円 事前申込希望 当日参加可 大きな声で童謡・なつメロを歌いませんか。 

＊かながわ避難者見守り隊事務所 045-314-6001（9:00-17:00） 

ふじさわ絆交流会  

2222 月月月月 23232323 日（土）日（土）日（土）日（土）・・・・3333 月月月月 9999 日（土）日（土）日（土）日（土）10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00 藤沢市民活動推進ｾﾝﾀｰ（藤沢駅徒歩 8分） 

お茶やお菓子を食べながらくつろいでいただきます。藤沢市外の人の参加可。＊NPO 藤沢災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ 

東日本大震災被災者支援団体連絡会 in かながわ 定例会 2 月 13 日（水）・3 月 13 日（水）19：00- 

寄り合い処  

2222 月月月月 22224444 日（日）日（日）日（日）日（日）9999：：：：30303030----11116666:00:00:00:00 番外 鯉のぼり製作   神奈川県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 11 階 

3333 月月月月 17171717 日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00----12:0012:0012:0012:00               （横浜駅西口徒歩 5分） 

コーヒー等を飲みながらの交流会。個別相談もできます。＊東日本大震災被災者支援団体連絡会 in かながわ 0120-961-092 

富岡町交流会 2222 月月月月 11118888 日（月）日（月）日（月）日（月）10101010:00:00:00:00----11:4011:4011:4011:40   

双葉町交流会 2222 月月月月 22228888 日（木）日（木）日（木）日（木）13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    神奈川県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 2 階（横浜駅西口徒歩 5分） 

大熊町交流会 3333 月月月月    4444 日（月）日（月）日（月）日（月）13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30    ＊かながわ東日本大震災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾃｰｼｮﾝ 045-312-1121 

楢葉町交流会 3333 月月月月    8888 日（金）日（金）日（金）日（金）13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30 

しゃべり場・弁護士のよろず相談会（無料）13:3013:3013:3013:30----15:3015:3015:3015:30   

2222 月月月月 10101010 日（日）日（日）日（日）日（日） 横浜市鶴見区社会福祉協議会会議室 （京急鶴見駅東口徒歩 5 分）             

2222 月月月月 17171717 日（日）日（日）日（日）日（日） 茅ヶ崎市女性センター （茅ヶ崎駅北口徒歩 5分） 

2222 月月月月 24242424 日（日）日（日）日（日）日（日） 鎌倉市福祉センター （鎌倉駅徒歩 7分） 

3333 月月月月 3 3 3 3 日（日）日（日）日（日）日（日） 伊勢原シティプラザ 1 階社会福祉協議会会議室 （伊勢原駅徒歩 10 分） 

3333 月月月月 10101010 日（日）日（日）日（日）日（日） 青葉区役所 3階会議室 （市が尾駅徒歩 5 分） 

避難（自主避難を含む）されている方同士の情報交換の場を設けました。ふる里の言葉でおしゃべりを楽しみませんか？弁護士が２

名来所しますお気軽にご相談ください。＊かながわ東日本大震災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾃｰｼｮﾝ 045-312-1121 

ふるさとコミュニティ in かながわ ～会いたい。そして、ともに歩みたい～ 

3333 月月月月 9999 日（土）日（土）日（土）日（土）11:0011:0011:0011:00----16:0016:0016:0016:00 波止場会館（日本大通り駅徒歩 5分） 

入退場自由 入場無料（昼食付）事前申込制 対象：東日本大震災避難者の方  

横浜に福島の太鼓が鳴り響く！演奏：ならは天神太鼓うしお会、談話室で同協同士・ご近所同士で楽しくおしゃべり、ハンドマッサ

ージ・足湯コーナー、横浜名所案内、「土いじり」相談コーナー、キッズコーナー他 ＊申込はハガキ・FAX・E メールのいずれか。

代表者氏名、住所、電話番号、来場人数（大人・子供）を明記のこと 宛先：〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 神奈川県

民サポートセンター内レターケース62番 かながわ災害救護ボランティアサポートチーム行き FAX 045-312-1862（レターケース62） 

E メール kanagawanowa@gmail.com 

市民活動フェア 2013 ～広げよう！深めよう！ボランティアの絆！～ 

3333 月月月月 9999 日（土）日（土）日（土）日（土）・・・・10101010 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010：：：：00000000----16161616：：：：00000000 かながわ県民センター全館（1～15 階）（横浜駅西口徒歩 5 分） 

どなたでも参加可。フリーマーケットをはじめ、展示、講演、ビデオ上映、模擬店、ワークショップなどのイベント盛りだくさん。 

9 階ボランティアサロンでは、9日（土）13：00～元ハーモニカ世界チャンピオンの藪谷幸男氏によるハーモニカコンサート 

10 日（日）は 1日通して「天まで届けみんなの願い～鯉のぼり製作」が行われます。 

＊かながわ県民活動サポートセンター レターケース№241 市民活動フェア実行委員会 サポートセンター取次 FAX 045-312-1862

（「レターケース№241 市民活動フェアあて」と明記のこと） 

鯉のぼりを

作ろう！ 


