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特定非営利活動法人ふくしまバリアフリーツアーセンター
【誰もが安心して楽しい旅行が出来るよう情報提供、提案などを行う活動】
＜お問合せ先＞ 〒960-8031 福島市栄町 1-1 福島駅西口 2F
TEL.&FAX. 024-531-7382 営業時間：10:00 〜 18:00 休業日：毎週木曜日（年末年始）
http://www.fukushima-bftc.jp
E-mail: fukushima-bftc@bz03.plala.or.jp

日々のコミュニケーションの積み重ねが
お互いを一個人として認め合い支え合う社会をつくる

県北地域・復興支援活動の「今」を訊く

特定非営利活動法人ルワンダの教育を考える会

▲特定非営利活動法人ふくしまバリアフリーツアーセン
ター副理事長 今井伸枝さん（左）、同 佐藤玲子さん

▲「第6回 バリアフリー観光推進
全国フォーラムふくしま大会」
写真提供：ふくしま bftc

▲今年5月に完成
した冊子。熊本地
震で気づいた点な
ども加 えるなど 、
ぎりぎりまで推敲
を重ねて完成させ
たそうです

★活動の経緯
〇2009 年（平成 21 年）６月、障がい者や高齢者、子ども
連れの方などが安心して楽しい旅行がでるよう観光・宿
泊施設、飲食店等に関するバリアフリー状況の情報提供
事業を行い、高齢者および障がい者の福祉向上と観光
振興事業に寄与することを目的に、特定非営利活動法人
ふくしまバリアフリーツアーセンターを設立。
〇2013 年（平成 25 年）、3.11 における災害時要援護者の
避難状況について、県内の障がい者団体、患者団体に聞
き取り調査を実施。
〇2016 年（平成 28 年）5 月、3 年前の調査を基に冊子を
発行。6 月、
「第 6 回 バリアフリー観光推進全国フォーラ
ムふくしま大会」
（会場：コラッセふくしま）を開催。
取材年月日：2016 年 10 月 20 日

この新聞は、浪江町をはじめとした浜通りから避難された方々同士や県北地域の人々とをつなぐ情報紙です。

通巻

＜お問合せ先＞ 〒960-8036 福島市新町 8-21
TEL.024-563-6334 FAX.024-563-6335
http://www.rwanda-npo.org
Ｅ-mail: info@rwanda-npo.org

自分の家に住めない辛さがわかるからこそ
“ルワンダカフェ”（ 以下、カフェ）の始まりは、
NPO法人ルワンダの教育を考える会の代表を務め
る永遠瑠（トワリ）マリールイズさん（以下、ルイズ
さん）が、避難所にルワンダのコーヒーや紅茶をメ
ンバーと共に届けたことがきっかけです。
「 避難所
で肩を寄せ合っているお母さんと子どもを見た時、
内戦を逃れて3人の子どもたちと難民キャンプにい
たときの自分と重なりました。家がない辛さや誰か
が傍にいてくれる心強さがよくわかりました」。
以後、ルイズさんは避難所から仮設住宅に場所を
移してカフェを続け、今年で丸5年になります。
カフェに来ると世界が広がり、心が軽くなる
毎月1回、定期的に開催するようになった二本松
市内の仮設住宅を訪ねると、浪江町から避難されて
いる皆さんがルイズさんを心待ちにしていました。
１回、約2時間。ゆるゆると始まるカフェは、日に
よって中身が異なります。例えばルワンダ料理の試
食会やコンサート、心が元気になる“介護講談”など
多彩です。参加している皆さんにカフェの魅力を伺
うと「国内外の友達をたくさん連れてきてくれるの
で世界が広がります」
「 年を取って手も痛いし足も
痛いんだけれど、楽しいところにいられるのがうれ
しいので毎回来ています」
「 心の痛みがわかるルイ
ズさんに会うたび安心します」と答えてくださいま
した。
カフェの後、仮設で暮らす皆さんが用意してくだ
さる昼食に、みんなで舌鼓を打つこともあるそうで
す。
「支えられる人、支える人という二分法ではな
く、持っているものを分け合いながら同じ時間を楽
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無料
※ご自由にお持ち帰りください。

互いに持っているものを分け合い同じ時間を楽しみながら
元気を蓄える ルワンダカフェ

▲ルワンダカフェであいさつをするルイズさん
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しむ。それが普通の人間のつきあいだと思います」
とルイズさん。
「ルワンダに帰国するとき、仮設の
皆さんが子どもたちに小さなプレゼントをいくつ
も作って持たせてくれたことがありました。一人
ひとりに手渡しながら作ってくれた人の気持ちを
伝えたの。すると子どもたちは、家で両親に『日本の
人、私たちのこと大好きみたい』って話したの。この
ことをカフェで報告すると皆さんとても喜んでく
ださいました。こんなふうに双方向のやりとりが
できるのもカフェのおかげですね」。
カフェから広がる双方向の活動
復興住宅への移転が進んでいますが、カフェの参
加者同士が転居先でつながったり、転居先からカ
フェのお手伝いに来たり、ルイズさんが引っ越し先
を尋ねることで臨時カフェが開かれたり、カフェを
きっかけに様々な広がり生まれているのもうれし
いとのこと。
今後については、
「 仮設で暮らす方が最後の一人
になるまで来ます」とおっしゃっていました。

旧 平 石小 学 校 仮設
住宅集会所（カフェの
ひとコマ）

岳 下 住 民 センター
仮 設 住宅 集会所にて
（“相馬盆踊り”で文化
交流）
★活動の経緯
○2000 年（平成 12 年）10 月、内戦で心身共に傷ついた
ルワンダの子どもたちのために「ルワンダの教育を考える
会」を立ち上げる。
○2001 年（平成 13 年）8 月、NPO 法人格を取得。
○2011 年（平成 23 年）3 月、東日本大震災と原発事故の後、
避難所にルワンダのコーヒーや紅茶を届ける（“ ルワンダ
カフェ ” の始まり）。
取材年月日：2016 年 10 月 19 日

発行元：
〒960-8101
福島県福島市上町 3 番 4 号コマ福島ビル 9 号
NPO 法人市民公益活動パートナーズ

TEL. 024-573-8310

FAX. 024-573-8319

この新聞は「東日本大震災復興支援
の助成を受けて制作しています

JT NPO 応援プロジェクト」

「浪江の笑顔」記者、募集中！
活動の投稿記事も大歓迎

この新聞は、県北地域やふるさとに近い浜通り、或いは県外で暮らす相双地域の方々の「今」の暮らしや地元の方々との交流、共に取組む
地域活動などを広域で取材し、互いのまちの人々が支え合いながら、震災後の再生を目指す姿を伝えます。

●桑折町
●福島市
●南相馬市
●二本松市
●本宮市

●いわき市

県内各地で避難生活を続ける町民の皆さんのサポートに欠かせない存
在が、県内6ヶ所に設けられた出張所（二本松事務所を含む）です。震災
直後の4月から11月までの期間に設置されました。通常設置される出張
所とは異なり、避難背景が異なる一人ひとりに寄り添うようなサポートを
求められます。このシリーズでは、各出張所を預かる方々を訪ね、どんな
体制でどのような支援を行っているか、またどのような課題をお持ちか
などを3回にわたってインタビューします。

【浪江町 生活支援課 福島出張所】
県内 5 ヶ所の出張所（南相馬、いわき、桑折、本宮、福島 /
本紙掲載順）の中で一番最初に開設されました。
◆住所：福島市五老内町3番1号
◆電話：024-535-0750

福島市役所9階

◆FAX：024-535-0753

◆対象区域：福島市全域
◆対象人数：3,160名（平成28年10月31日現在）
◆担当：鈴木照美所長、額田尚宏さん、髙橋美恵子さん、
叶谷結香さん

避難解除に向けて、帰町される方々の不安解消の相談対
応に努めます
福島出張所が開設されたのは、平成 23 年 8 月 1 日。
避難指示から 4 ヶ月半という時期でした。「避難生活の
疲れや不安が大きく、気持ちの持って行き場がなかった
のでしょう。開設後 2 年間は、窓口で不満や不安、行き
場のない怒りなどを口にする方も多かったと聞いていま
す。今は、こちらでの生活基盤が確立し、地域の方と協
力し合いながら前向きにがんばっているという印象が強
いです」と、鈴木所長。
今年 10 月末現在、福島市内には、未だ 3,160 名が避
難しています。仮設住宅が 7 ヶ所に 450 世帯、1,150
世帯が借上げ住宅や復興公営住宅などに暮らしていま
す。小さな村の人口ほどの数を、福島出張所では 4 名体
制で担当されています。毎日平均 30 件を越える窓口対
応や、仮設住宅訪問などで一日があっという間に過ぎる
忙しさ。窓口業務の大半は、各種証明書（住民票，印鑑
証明書、課税証明書、戸籍等）の発行ですが、復興公営住
宅への移動に伴い、それらの事務手続きが日を追うごと
に増えているそうです。
鈴木所長は、
「業務を行う中で、町民の方々と顔を合せ
てコミュニケーションを取ることが出来るので、お役に
立てることにやりがいを感じながら仕事をしています」

鈴木照美所長を中心にチームワーク抜群の福島出張所の皆さ
ん。右から叶谷結香さん、鈴木所長、額田尚宏さん、髙橋美恵子
さん。鈴木所長は、幼稚園の総括主任教諭も兼務され、認定子ど
も園の開所に向けた仕事も担っていらっしゃいます
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活 動 の 現 状 と こ れ か ら な ど に つ い て お 話 し を 聞 き ︑シ リ ー ズ で ご 紹 介 し て い き ま す ︒

浪江町など浜通りから避難されている方々を支え続けている
N

災害弱者の視点で3.11を調査し今後に活かす
特定非営利活動法人ふくしまバリアフリーツアーセ
ンター（以下、ふくしまbftc）では、災害弱者からの視点
で3.11をまとめ、避難の経験を後に活かされることを
願って県内の障がい者団体、患者団体に聞き取り調査を
行いました。平成28年5月、調査を「東日本大震災・原発
事故による災害時要援護者の避難状況報告書」として冊
子にし、全国の県社会福祉協議会、福島県内の市町村の
障害者福祉課に届けました。さらに同年6月に開催した
「バリアフリー観光推進全国フォーラムふくしま大会」
の参加者にも配布しました。
ふくしまbftcの副理事長のお一人、今井伸枝さんに調
査と編集を通して3.11が教えてくれたことを伺うと、
「１つは、自分の障がいや病気を認めて周りの人にわ
かっていただくこと。2つ目は、緊急時にどうしたら生
きていかれるかをシミュレーションしておくことです
ね」と話してくださいました。加えて支援を受けたい人
と支援したい人、補装具、薬などを直結させる“情報の共
有”もますます大事になっていくと感じたそうです。
3.11の教訓を日々の暮らしに活かしていくためには、
とさらにお聞きすると、
「全体的な言い方になってしま
いますが、一人ひとりがお互いを一個人として認め合っ
ていくことだと思います」と話してくださいました。
しかし世の中は、まだまだ障がいや病気をマイナスと
とらえがちです。カミングアウトは勇気がいります。一
方で必要な情報はネットで検索すればいつでも簡単に
入手できる時代です。
「それでも各団体が地道に活動を
続けているのは、顔を合わせることの大切さを知ってい
るからです。ピアカウンセリングはもちろんのこと、
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【仮設住宅を定期訪問し対話を中心に楽しい時間を過ごす活動】

会って話せば生活の様子もわかります。そうした繋がり
がいざというときに命を守るのです。同じ障がいや病
気を持つ人は、緊急時に何が必要になるかすぐにピンと
きます。全国組織が情報を共有したときの力を入会率
の低い若い人にも伝えていきたい。行政には、要援護者
の把握と個々の避難プログラムをお願いしたい」と今井
さん。
元気の源、目標、希望にもなる旅行
「人と接することは、当事者にエンパワーメントをも
たらすことになる」と話してくださったのは、ふくしま
bftcのもう一人の副理事長、佐藤玲子さんです。
「旅行を
目標にリハビリテーションを頑張ったり、旅の思い出が
元気の源になったり、また行きたいと思うことが希望に
なったりもします。行きたいところに行けるようにし
ていくことが、災害時に自身の身を守ることにもつなが
ります」。たくさんの人とふれあう中で自分の魅力、役
目に気づかれる方もいらっしゃるそうです。普段のコ
ミュニケーションの積み重ねが、お互いを一個人として
認め合い、支え合う社会をつくっていくのですね。

Vol.

▲

Vol.

▲

県北地域・復興支援活動の「今」を訊く

と、にこやかに話します。
今後の暮らしに求められる「訪問型の支援」は連携から
笑顔を絶やさずに応対する福島出張所の職員は、4 名
中 3 名が浪江町民。避難生活を送る日々、慣れない土地
や習慣の中での苦労や不安を心から理解できるからこ
そ、町民の方々の拠り所になり得ていると感じさせられ
ます。
鈴木所長は、
「職員だけでは手が回らないこともあり、
町民の方々には、まだまだご不便をかけている部分があ
ると思います。高齢者や単独世帯の方への訪問支援は、
今後ますます重要になるでしょう。民間支援団体の皆さ
んと連携を深め、一丸となってできることを一つ一つ丁
寧に取り組んでいきたいです」と、力強くおっしゃいま
す。帰町に向けた動きの中で次第に増す不安への相談対
応は、今後の出張所の大きな役割になりそうです。
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取材年月日：2016 年 11 月 8 日

●いわき市

【浪江町 生活支援課（二本松事務所）】
県内５ヶ所の出張所をとりまとめると共に、全町民を対象に生活支援を行っています。

食べ物からちょっと離れて、
今回は、お正月の風物詩です

◆住所：二本松市北トロミ573番地
◆電話：0243-62-0123

まもなく年の瀬を迎えますが、浪江ならで
はのお正月を調べてみました。
請戸地区では、年末になると漁師さんた
ちは年明け1月2日の出初式の準備に大忙
し。出発する船から一斉に蜜柑が投げられ
ると、拾って持ち帰るというのが、港町の正
月の懐かしい風景だそうです。
川添地区や津島地区などでは、毎年正月
に家々を練り歩く獅子神楽。健康と長寿を願
って人々の頭を噛んで廻る神楽は「子どもの
頃から正月には当たり前」だそうです。幾つ
かの仮設住宅でも披露されてきました。今
年はどこで見られるのでしょうか。

新しい暮らしのヒントになりそうな
お話しを拾い集めました。
お役に立てばうれしいです。

ちいさな
ヒント
学生と住民が取組み続ける

「ふれあい喫茶」

〜神戸の事例をヒントにしませんか

阪神・淡路大震災から20年以上が経過し
た神戸市で、大学生たちが今なお、
お茶会に
よる復興住宅住民のコミュニティづくりのお
手伝いをしています。
また、2ヶ所で月1回開催
する喫茶から遠のいてしまった方々や知り合
った方の戸別訪問やお見舞い、
お手伝いなど
もしているとのこと。
ジャパンギビング・寄付募集のサイトによ
れば、学生たちは、喫茶が出会いと交流の場
であり続けられるよう広報活動に力を入れて
いる他、高齢者や生活困窮者の問題をミーテ
ィングや学習会で考えたり、
被災した人との触
れ合いを通して、震災後に生まれた若い世代
に災害の記憶をつないでいくことも目指して
いるそうです。
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浪江の人気店復活！
思い出の味と時間が
甦ります

◆FAX: 0243-22-4223

Dining Cafe RAGU

◆対象区域：二本松市、川俣町、全国の避難先

一條 洋さん

◆対象人数：18,529名（平成28年10月31日現在）
◆担当：清水 中さん
（生活支援課 課長）
掃部関 久さん
（生活支援課 課長補佐）
中野 夕華子さん
（生活支援課避難生活支援係 係長）
高山 光裕さん
（生活支援課避難生活支援係 主査）

◀左から高山光裕主査、清水中課長、掃部関久課長補佐、
中野夕華子係長さん

全国 620 の自治体に避難している町民への生活支援、
本来あるべき姿に戻すサポートを継続します
大きな災害が起こると、役場機能の重要さが身にしみ
てわかるものです。浪江町役場は、仮庁舎を二回移転し
た後に、二本松事務所として現在の場所に設置されまし
た。帰町に向けた準備が本格化してからは、浪江町の本
庁と二本松事務所の両方で業務が行われています。生活
支援課は、震災後に誕生した課で、県内 5 ヶ所の出張所
のとりまとめはもちろん、各出張所が担当する地域以外
や県外に避難しているすべての町民への支援、そして今
後の町民の生活全般に支援策を高じるのが生活支援課
の役割です。
震災が起きた時点での浪江町の人口は 21,000 人。避
難指示が出た直後は、1 万数千人の町民が 47 都道府県
に分散しました。現在は若干縮小されましたが、それで
も 44 都道府県 620 の自治体で当時の町民が分散して
暮らしています。
清水中課長は、
「生活支援課の大きな役割は、町民の
動きを把握することです。高齢化も進み、介護の認定数
は倍以上に増えているのが現状です。生活支援員や復
興支援員（7 県 24 名）、コミュニティ支援員が、日々の見
守り、交流会、サロンの開催などの支援活動を行ってい
ます。二本松事務所の職員も巡回に出かけています」と
話します。
尽きない課題に正面から取組み、
自立への道を提案していきたいです
時間の経過とともに、町として考えるべきことや支援
のあり方も変化していきます。変化に対応するだけでな

く、
「本来あるべき姿に近づく努力を怠ってはいけない」
と清水課長は言います。簡単な公式で解決できるもので
はないことばかりの中で、手探りでも努力を続けること
は精神的にも肉体的にも苦しいものがあると推察します。
それでも「今後の行き先についての相談も日に何件も
あります。最終的なことは個々人が決めることですが、
いくつかの道筋を提示していくことが役割と思っていま
す」とおっしゃる掃部関課長補佐の言葉に、頼りがいの
ある力強さ、役場職員としての誇りと責任を感じました。
また、
「東日本大震災後、次々と大きな災害が起こり、
全国的に被災地の支援も増えています。今後は、浪江町
に対する人員や財源の支援継続も難しくなるでしょう。
他の課と連携・協力しながら進めていますが、課題は尽
きませんね」と清水課長。支援し自立再建の道を示しつ
つ、新たな課題解決に立ち向かう生活支援課は、今後ま
すます重要な役割を担い続けるに違いありません。
取材年月日：2016 年 11 月 4 日

■リレーインタビューを終えて
第 39 号から 3 回にわたって、浪江町生活支援課の各出
張所と役場（二本松事務所）の様子をお届けしました。
生活支援課の職員の方々に共通しているのは、町民の皆
さんに少しでも不便をかけないよう寄り添う姿勢です。
町や町民の将来を常に考え、課題解決に日々東奔西走す
る皆さんは、 これからの暮らし に向かう町民の方々
にとって、ますます心強い存在となるに違いありません。

オーナーの一條洋さん。静かな語り口の中にも
店に対する熱い思いが感じられました

福島市中心部にありながら、隠れ家的な佇まいの『Dining Cafe RAGU』。まも
なくオープン 3 年を迎えるこの店は、浪江町出身の方には、
『伊酒屋 RAGU』と言っ
た方が伝わりやすいかもしれません。2000 年の開業以来、女性を中心に安定した人
気を得ていたお店でした。
「避難した直後は、店の再開を考える余裕はなく、生活のために働きました」とオー
ナーの一條洋さん。脱サラして修行し念願の店を構えた一條さんにとって、再びサ
ラリーマンに戻ることは辛い選択だっただろうと容易に想像できます。落ち着き先の
福島市内で店を再開させたのは、震災から２年半が経過した頃です。名刺には
2000 の文字が刻まれ、一條さんの店に対する思いを感じさせます。
浪江時代から続く人気メニューは、ピザ。一條さん自慢の一品です。注文が入って
からこね、焼き上げるクリスピータイプで、お酒のつまみにもぴったりだと評判です。
一條さんが丁寧に仕込み、仕上げる創作料理も多種多様、おすすめは壁のボードに
ぎっしり記され、選ぶ楽しみも加わります。
「一人でやっているので、予約が重なるとフリーのお客さまをお断りすることもあ
るのが申し訳なくて・・」と人手不足の悩みを打ち明ける一條さん。それでも「大き
な宣伝もしていないのに、浪江の方々が口コミで来てくれたり、かつて転勤で浪江に
来ていたお客さんが仲間を連れて来てくれたりするので、何とかやっています」と静
かに笑みを浮かべておっしゃいます。客足が伸びず、不安に襲われることもあると言
いつつも、
「サラリーマンを続けるストレスよりはマシ」と、日々精進を重ねていらっ
しゃいます。メニューも豊富、ワインもリーズナブルな料金で揃っています。気の合
う仲間同士で訪れてみてはいかがでしょう。

活動支援の
お願い

高橋 みち子さん 【いわき市】
先日、いろいろと大変なことがあったけど、親しい友人と協力してもらい、念願だった
OB・OG 会を福島市飯坂町で開くことができました。ここまで来るのは本当に大変だったけ
れど、思いがけなく遠くに避難されている人の顔を見た途端に、苦労したことも吹き飛びまし
た。新たな道を歩き出した人も、現在思案中の人にもＳee Ｙou ！

曽根 ハマ子さん 【福島市】
先日の健康診断で、骨密度が優等生と言われました。これからも食生活に気を配り、軽い運
動を続けていこうと思っています。親しいグループで会津三十三観音の札所①番〜⑩番まで
巡りました。来年新緑の頃には、その続きを巡りたいです。寺社に詣でることは、何よりも心
の癒しになり、ひいては自身の健康にも繋がって行くと思いますから…。

石田 登美子さん 【会津若松市】
会津若松市に住み始めた頃は、滅多に雪の降らない浜通りに比べれば、朝、車の高さまで積
もる雪に驚かされました。それでも古都の風雅な佇まいと人情味溢れる人々、それに豊な伝
統の食生活等など魅力は尽きません。故郷を思えば心が痛みますが、交通の手段も多々ある
ので、友人知人ともいつでも会う事が出来ますし、がんばらなきゃ…。

映画の時間ですよ

〜福島ゆかりの作品⑰〜

永遠の愛を求めて

『花より男子
ファイナル』

映画データ：
2008年 131分
日本（東宝・ＴＢＳ）
監督：石井康晴
出演：井上真央、松本潤（嵐）、
小栗旬、松田翔太 ほか

作品のロケ地：岩瀬郡天栄村（ブリティッシュヒルズ：道明寺家の設定）
超セレブばかりが集まる高校に入学してしまった一般庶民の牧野つく
し（井上真央）が伝説の御曹司たち ”F4” と出会って繰り広げる学園ラ
ブコメディの完結編として映画化。TV シリーズで F4 のリーダー道明
寺司（松本潤）からプロポーズを受けて４年後、つくしは結納の席で推
定百億円と言われるティアラを贈られるが、その夜に何者かに盗み出さ
れ、二人は世界中を駆け巡って取り戻そうとする。ロケ地にファンが押
し寄せる人気となった作品。
【筆：南田白牛】
E-mail info@partners-npo.jp
広告

沢田 貞夫・唄

通信カラオケ
「第一興商DAM」
より

ふるさと浪江

新聞では、みなさまの支え合い活動や復興に向かう姿、
継続した応援に取組む活動団体などをご紹介。
県北・相双地域の今を発信しています。

全国配信になりました。
皆さまのリクエストをよろしくお願い致します。

根本 昌幸・作詞
原田 直之・作曲

寄付金はいずれかの口座振込みでお受けしています
郵便口座へのお振込みの場合
口座番号 02270-9-117981
特定非営利活動法人市民公益活動パートナーズ
銀行口座へのお振込みの場合
東邦銀行 本店営業部
口座番号 普通 3672940
トクヒ）シミンコウエキカツドウパートナーズ
※おかげさまで、2014 年 9 月 16 日「仮認定 NPO 法人」となりました。
引き続き 1 口 3,000 円以上のご寄付をお願いします

以前から親しかった人たちが近くに住んでいて、時々好きな料理を作って会食を楽しんでい
ます。室内には好きな花々を飾り、鉢花も育てています。体調も安定してきた今は、パソコン
でゲームをしたり、ネットを楽しんだり、生活を積極的にしようと切り替えています。一番の
楽しみは甥の子どもたちの成長。会う度に目を見張るほど大きくなっていて嬉しい限りです。

ご希望があれば、仮設住宅集会所等で無料上映会を開催いたします。お問合せください ☎024-573-8310

＜お問合せ＞Dining Cafe RAGU
住所：福島市置賜町 7-5 アドニード 121 ビル１階奥
☎：024-521-8375
営業時間：17:30 〜 24:00（ラストオーダー 23:00）
定休日：日曜日（月曜が祝日の場合は営業）
駐車場： なし 席数：24 席（貸切時 20 名収容）

広告

佐藤 敬子さん 【福島市】

離れて暮らす浪江の皆さんの
笑顔をお届けします︒
お一人おひとりの
﹁元気の源﹂をお聴きください︒

心の奥深くにしっかりと刻まれた、ふるさと
の味を四季に沿ってご紹介。
美味しいものや自慢料理の話は心和みます。
お茶飲み会などのネタに、いかがでしょう。

浪江の
ち
頑張るひとた

浪江の笑顔

●桑折町
●福島市
●南相馬市
●二本松市
●本宮市

お問合せ：080-6036-8748
（根本昌幸）

協 力：伊達桑折 × 双葉浪江＝交流と賑わいづくり応援プロジェクト連絡協議会
『おたがいさま新聞＋（ぷらす）41 号』をお読みいただき、
伊達郡桑折町／双葉郡浪江町／社会福祉法人浪江町社会福祉協議会／桑折駅前応急仮設住宅自治会
ありがとうございます。あなたのご意見、ご感想をお寄せください。
NPO 法人いいざかサポーターズクラブ／ NPO 法人市民公益活動パートナーズ
E-mail にて受付中！
福島市なみえ会（福島市浪江自治会・浪江町福島中央会・福島地区なみえ交流会）
福島市相双自治会連合会

info@partners-npo.jp
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おたがいさま新聞

通巻 41 号
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