県北地域・復興支援活動の「今」を訊く
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【子育て・高齢者支援、文化振興に関する事業などを開催し会員相互が共に支え合う環境づくりに寄与する活動】
＜お問合せ先＞ 〒960-1404 伊達郡川俣町西福沢字茶畑山 7-2
TEL.&FAX. 024-566-3601
http://cyabatakekawamata.wixsite.com/cyabatake-k
【Facebook】https://www.facebook.com/cyabatake/
Ｅ-mail： cyabatake.kawamata@gmail.com

かんの

届いたプレゼントを説明する菅野幸
子理事長

▲平成28年12月に開催されたママサロンの
「餅つき大会」

だけるのもありがたいと多くの参加者が答えました。最
近では、企業誘致に伴い夫と共に西日本から川俣町に
引っ越してきた母子が加わるなど新しい動きもあるよ
うです。
現場のニーズを行政に繋ぎ、地域を笑顔に
高齢者のための「なでしこげんきサロン」は、平成23
年からの取り組みです。すでに4年間でのべ7,600人が
参加されました。同町の山木屋地区や飯舘村から避難
を余儀なくされている方も訪れ、健康体操や卓球、パッ
チワーク、健康麻雀など、その日のプログラムを楽しん
でいます。町の高齢者介護予防総合事業の一翼を担う
べく平成28年度から「まちなかサロンはなさんしょ」も
スタートしたことから、サロンの選択肢が増えたと皆さ
んに喜ばれているそうです。←ここで改行してください
菅野さんたちは、今回新たに開設した発達支援放課
後クラブ「そら」や、ママサロンの新規プログラム「えい
ごであそぼう」も含め、すべての事業を次年度以降も継
続したいと考えています。どれも現場の声を具現化した
取り組みであり、
「川俣町に必要な事業としてこれから
も現場の声を行政に届け、互いに協力しながら課題を
解決しつつ、地域を笑顔にする活動を続けていきたい」
と話していました。

「なでしこげんきサロ
ン」の健康体操。
「 間違
うのはいいこと。間 違
いが笑いにつながりま
す」と講師の木瀬さん

★活動の経緯
○2006 年（平成 18 年）5 月、有志で趣味の講座をスタート。
同年 12 月ボランティア団体として子育て支援・地域支援
コミュニティちゃばたけ発足。
○2007 年（平成 19 年）1 月、川俣町社会福祉協議会ボラ
ンティア団体登録、同町社会教育関係団体認定ママサロ
ン開始。同年 11 月、こども緊急サポートネットワーク川
俣支部開設。
○2009 年（平成 21 年）8 月、特定非営利活動法人コミュ
ニティちゃばたけ認証。同年 9 月法人登記。
○2011 年（平成 23 年）11 月、居場所事業「なでしこげん
きサロン」開始。
取材年月日：2016 年 12 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

【子ども支援、産業支援、生活支援を通して地域の復興と未来に貢献する活動】

南相馬をもう一度開拓して行く！
認定特定非営利活動法人フロンティア南相馬は、
震災後の県内でいち早く設立されたNPO法人です。
メンバーは、平成23年3月14日から個人ボランティア
活動を始めた草野良太さんを中心に、南相馬をもう
一度開拓していこうと集まった若者たちです。
事業の3本柱の1つ「子ども支援活動」は、震災の影
響で活動を制限されていた子どもたちのために始め
た体験活動です。毎回、様々な団体の協力を得なが
ら屋内外で開催してきました。例えば、
「 夏の遠足」
は、山形県鶴岡市の由良海岸でシュノーケリング体
験。
「冬の遠足」では、グランデコスノーリゾートでス
キー・スノーボードにも挑戦しました。他に、
「伝統文
化親子能教室」
「 みんなの写真教室」などのプログラ
ムもあり、毎回子どもたちは期待に胸を膨らませなが
ら参加しています。奥することなく体当たりでチャレン
ジする子どもたちを見る度、頼もしく思うと草野さん。
「子どもたちには、様々な体験から気づきや発見を持
ち帰り自身の将来に役立ててほしいと願っています」
とも話してくださいました。
チャレンジする子どもを応援する「南相馬子ども育
成基金」
２つ目の柱は「産業支援活動」です。ネットショッピ
ングや子育てママが働きやすい環境を作るために始
めた「ママさんを輝かせるプロジェクト」(以下、ママプ
ロ)などを展開しています。現在、ママプロで取り組ん
でいる「コットンパールアクセサリー制作体験講座」
は、地元で育てた綿を使ってアクセサリーを作るとい
うもの。次のステップとして販売していくためのブラ
ンディングとマーケティングを目下、勉強中とのこと 。
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2017 - 1 月

＜お問合せ先＞ 〒975-0008 南相馬市原町区本町 1-31 四ツ葉ビル１ F
TEL. 0244-22-3500 FAX. 0244-26-3200
【Facebook】https://www.facebook.com/npoFRONTIERms/
E-mail： frontier.minamisoma@gmail.com

認 定特定非営利活
動 法 人フロンティア
南相馬 代 表 理事 草
野良太さん。
警 備業の認 定を取
得。他にもプール施設
管理に必要な資格も
取得し、より安心・安
全に利用できる環境
づくりに努めています
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無料

※ご自由にお持ち帰りください。

どんな戦略で販売を始めるのか楽しみです。
３つ目の柱が「生活支援活動」です。線量計の無料
貸し出しや立入制限区域を見回る地域安全青色パト
ロールなどを行っています。また、地域行政との共働
事業として震災後、休止していた市内唯一の屋内プー
ルの再開に尽力。平成23年1月、
「 南相馬屋内市民
プール」としてリスタートした施設の管理運営業務に
加え、大人向けには屋内プールやジムを活用した健康
な体づくりの提案を、子どもたちには「こども水泳教
室」や「オリンピック選手に習う水泳教室」などを開催
しています。
さらに草野さんたちは昨年、
「 子ども支援活動」の
新規事業として「南相馬子ども育成基金」もスタートさ
せました。東日本大震災から間もなく丸６年。東北の
支援活動が減少傾向にある中で、子どもたちを取り巻
く環境にはまだまだ多くの課題が残されています。
「こういう時だからこそ、新しいことに取り組んでいこ
うとする子どもたちの強い気持ちを後押ししたいと
思ったんです。きっかけは人を変えていきます」と草
野さん。小学生から高校生（満20歳以下）ならどなた
でも応募できます。夢を温めているお子さんが周りに
いたらぜひ、教えてあげてください。詳細はHPを。

▲大人と子ども総勢58人が参加した「オリンピック選手
に習う水泳教室」
（平成28年11月8日）。講師は、北京・ロ
ンドン競泳日本代 表伊藤華英さん。オリンピックスイ
マーの泳ぎにみんな大興奮‼ 心躍る楽しい教室となり
ました
写真提供：認定特定非営利活動法人フロンティア南相馬提供

★活動の経緯
○2011 年（平成 23 年）4月、特定非営利活動法人フロンティ
ア南相馬を設立。
○2013 年（平成 25 年）11 月、認定特定非営利活動法人
格を取得（相双方部、初）。
○2016 年（平成 28 年）11 月、奨学金「南相馬子ども育成
基金」を始める。
取材年月日：2016 年 12 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。

あけましておめでとうございます
2017年も、
どうそよろしくお願い申し上げます

聞かせてください。
「今、仮設住宅は
どんな様子なのでしょうか？」
福島市・南矢野目応急仮設住宅自治会長

舛倉美津枝さん

復興公営住宅への転居や住宅再建が進む中、入居者の心
と暮らしを支え続けた仮設住宅自治会の解散が相次いでい
ます。南矢野目応急仮設住宅自治会で、5 年に渡って役員
を務める舛倉美津枝会長も、大きな役割を担ったお一人で
す。春には南相馬市への転居が決まっている舛倉会長に、
今の率直なお気持ちを伺いました。

頼りになる肝っ玉母さんのような舛倉美津枝さん。浪江町の
自宅（請戸）は津波で損壊。「5 年間、仮設住宅で皆さんと力を
合わせてきた絆も大事だし、これからできる新しい絆を強めて
いくことも大事にしたい」と前向き。現在は、老人ホームでのカ
ラオケ慰問に出かけることが何よりの楽しみだそう。

◀

P
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・市 民 活 動 団 体 に ︑

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

ママが笑顔になると子どもも笑顔になる
特定非営利活動法人コミュニティちゃばたけは、サロ
ンを通して子育てと高齢者支援に取り組んでいる団体
です。空き民家を利用して開催しているママサロンを
皮切りに、ファミリーサポート事業として子どもの一時
預かりや病児・病後児、緊急時の預かり、さらには高齢
者の方々の生活支援、介護予防を兼ねたサロンなど、
10年の間に事業内容も広がり、今では家庭や行政で補
えない部分を担う貴重な地域活動として広く知られる
ようになりました。
団体設立の動機を菅野幸子理事長に伺うと「核家族
が増え、子育ての悩みを一人で抱えてしまうママを応援
したいと思ったことです」と話してくださいました。これ
までにのべ約1万2,000人の親子が参加したママサロン
は、子どもの遊び場・子育て相談のほか、スタッフが持っ
ている資格や様々な特技を生かしみんなで小物づくり
や料理を楽しめる居場所として好評を博してきました。
しかし、この10年は決して順風満帆ではありませんで
した。
「振り返ると後半は大震災後の対応でした」。幼い
子どもを持つママたちの不安な気持ちに寄り添いたい
と、子どもたちには屋外で安心してのびのびと遊べるス
ペースを確保し、室内では絵本の読み聞かせや季節の
行事などを充実させました。ママたちには情報交換や
トールぺイントや陶芸などに取り組む場を提供したり、
特定非営利活動法人鍼灸地域支援ネットさんとの連
携、協力によるストレスを緩和する鍼も提供しました。
そんなママサロンの魅力を参加者に尋ねると、母子で
年中行事を体験したり、母親同士で子育ての情報交換
ができたり、スタッフの方から生活の知恵を教えていた
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子どもたちと南相馬のために自分たちができることを
続けていく。それが私たちの役目

▲

▲

ママサロンの参加者に支援者から

Vol.

認定特定非営利活動法人フロンティア南相馬

▲

家庭や行政で補えない部分を担い、
子育てや高齢者の暮らしを地域で支える

県北地域・復興支援活動の「今」を訊く

皆さんに助けてもらったことを忘れてはいけないし、
次の世代に伝えていかなければなりません
南矢野目応急仮設住宅は、2011 年 7 月に完成した建設
戸数 208 戸の大きな団地です。3 ヶ月後には自治会が立ち
上がり、当時、舛倉さんは班長。2015 年から会長を 2 期務
めています。
「仮設住宅の暮らしは寄せ集め。居住者同士が寄り添わ
ないと暮らせなかったのね。イベントを開くと多くの皆さ
んが集まり、主催する方々も、みんなが喜んでくれるから
やり甲斐があったと思う」と舛倉さん。「でも、喉元過ぎる
と人は忘れちゃうんだね」と集会所の壁にある「絆」の文字
を指しながら、
「あの 絆 の文字、 糸 の隣が 半 に
似てるでしょ。 絆 が切れて、半分になったという感じ
がしてきました」とおっしゃいます。あくまでも仮の住ま
いでしかない場所での生活は、
「元の地域の絆とは違う」と
いうことでしょうか。
「それでも、役場や出張所と住民を繋ぐのは自治会の使

生きている限り、何が起こるかわからない
人のせいにせず、我が道を決断したいものです
誰かの手を借りたい時や心が折れかけている時期に寄せ
られた周囲の支援に、心から感謝したという舛倉会長。「で
も、いつまでもすがってばかりではだめ。甘え過ぎてはダ
メ。前を向いて自立していくという気持ちが大事だと思っ
ています」とも。自分の道を切り開いて前に進むことが大
切であり、若い世代の意見も大事にすることが、将来を見
据えた人生設計に繋がるということを教えていただきまし
た。「今後大きな災害などがあった時は、今度は私たちが支
援をしたいと思うし、子どもたちにはそういう大人になっ
て欲しい」と舛倉会長はおっしゃいます。
地元の市民活動団体がお手伝いできそうなことを伺った
ところ、
「私たちの話を聞いて貰えることは有り難いけれ
ど、頼み事を全て叶えてしまってはいけない」とアドバイ
スをいただきました。自立を妨げるような支援のあり方で
はいけないということだと感じます。
「集中復興期間」から「復興・創生期間」に移ろうとして
いる今、支援団体もまた、寄り添い続けるための新たな方
向性や方策を考える時期を迎えたということでしょうか。

命。ここにはもう 60 数軒しか住んでいないし、最終的に
残るのは浪江町に帰ることを希望している 10 世帯くらい
だけど、やっぱり自治会は最後まで必要なの」と舛倉会長。
孤独死を一人も出すまいと走り続けた 5 年間を振り返る舛
倉会長が懸念するのは、自分が去った後に残る方々のこと
のようです。
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取材年月日：2016 年 12 月 13 日

300 有余年の灯を消すことなかれ！
組合員個々の頑張りでつなぐ伝統の技

浪江の冬のお楽しみ

「柚子りんご」

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
「目安箱」で拾う住民の声。
自治会の悩みに一役買います
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青ひび、二重焼、走り駒…。独特の工法や美しさが 300
年以上に渡って受け継がれてきた大堀相馬焼。原発事故後、
全国各地に避難した組合員の方々の心血を注いだ努力が、
新たな方向性を見いだそうとしています。この間のご苦労、
そして今後について、大堀相馬焼協同組合理事長の小野田
利治さんにお話を伺いました。

これからの５年先を見据えて、
一年一年積み上げて浪江町としての文化と
コミュニティを継承
浪江町の風土に育まれた大堀相馬焼。一つの地区に
20 数軒の窯元が集まり、互いに生活の一部を支え合い、
繋がりを紡いできました。震災後、窯元すべてが避難を
余儀なくされ、大堀地区は現在も帰還困難区域です。
2016 年 5 月に組合理事長に就任した小野田利治さん
は、
「青ひびをつくりだす青磁釉の原料は、町で採れる砥
山石。釉薬の原料を一切持ち出せなくなったことは最大
の危機だった」とおっしゃいます。福島県の研究機関が
代替釉薬の開発を支援し、再現実験を繰り返し、高く澄
んだ貫入音を響かせることができたニュースが流れたこ
とは、記憶に新しいところです。
「5 年というのは、いろんな意味で区切り（けじめ）で
すね。この二本松工房に、復興支援になればと大型バス
で訪れていたお客さんも、今では日に数名程度と激減し
ています」と厳しい現実を話す小野田理事長。それでも
「新しい土地に窯を築き、独自に作陶を再開した人たちも
います。組合員それぞれが奮闘していますが、組合とし
て浪江に再び拠点ができるまで、組合員をまとめて繋い
で行くことが使命だと思っています」と力強く続けます。
福島県内各地ばかりか全国各地に散らばった窯元さん
ですが、共通するのは、それぞれが大堀相馬焼をルーツ
として作陶を続けていることです。「こんな形で守る伝
統工芸は、他に類をみないと思う」と小野田理事長。大
堀相馬焼が他産地とも連携しながら伝統を継承する姿
は、日本の伝統産業の未来に繋がる新たな試みかもしれ
ません。

石井農園

代表

石井 絹江さん

小野田利治理事長。震災後に廃業した窯元もあり、
組合員数は現在 20 名。「これしかできないからやっ
ているだけ」訥々と話す口調の中に信念の強さを感じ
ます。「明日どうなるかわからないけれど、後継者に
道筋だけは示しておきたい」と、この春には家族と共
に本宮市内に工房を再建するそうです

浪江町としての伝統を発信する若い力に期待
俺らができないことをやってくれる強い味方ができた」
と笑顔で話す小野田理事長。
その助っ人は、地域おこし協力隊の五藤かおりさん。
震災後ボランティア活動で何度も東北を訪れた彼女は、
大学を卒業と同時に浪江町の地域おこし協力隊として採
用されました。「大堀相馬焼の魅力を海外へも発信でき
るよう頑張ります」と五藤さん。
「得意の英語を駆使して、
趣深い景色を生み出す炎と土の芸術「大堀相馬焼」を世
界へと発信して欲しい」と小野田理事長は大きな期待を
寄せています。
浪江から二本松へ拠点を変えてなお燃え続ける窯の炎
は、大堀相馬焼の新たな歴史の始まりを示すかのように
感じられます。

ジャムやドレッシングの加工技術を惜しげも無く伝
授。
「故郷は写真で見るだけの場所になったけれど、
豊かで美しい故郷の味と暮らしを伝えていきたい」

福島市飯坂町平野に畑１ヘクタールを購入して開園した石井農園。畑を耕し、作付
けし、収穫・加工する石井絹江さん。浪江町津島で暮らしていた石井さんは、役場
職員として勤める傍ら、30 頭以上の牛を育てる酪農家のご主人のサポートや自ら栽
培したエゴマやナツハゼの商品開発なども手がけていたスーパーウーマンです。
震災当日は、津島診療所の事務係長として、数百人の患者さんの対応に追われて
いたそうです。2012 年の退職後、福島市松川地区で飯舘村や葛尾村から避難した
女性たち数名と共に、阿武隈中山間地域の食文化の継承に力を尽くしてきました。
そして、津島は未だ帰還困難区域のため、新たな一歩を福島市でスタートすることを
決意するに至ります。
「津島はほとんどが森林だけど、宝の山だったのよ」と石井さん。震災のずっと以
前から「エゴマで皆を元気にしたい」と取り組んでいたこともあり、迷わずエゴマの
栽培から始め、加工場を建設し、商品加工から販売まで一貫した取組みを展開して
います。「作ったら油にしてみんなで健康になろうねって始まったのがエゴマだった
ので、福島に移り住んでもなくしたくないと思って」と石井さん。人柄に魅かれて集
まった仲間や石井さんを師匠と慕う新規就農者など、新たな仲間も増え、定期的に福
島駅前に出店もしています。
料理の達人でもある石井さんが作る漬物も絶品。津島で作られてきたかぼちゃ饅
頭は、小学校の料理教室の講師に呼ばれる程の腕前です。また、浪江町から依頼され、
町内でエゴマの実証栽培も行っています。2020 年のオープンを目指す浪江町「道の
駅」の目玉商品になるよう願いを込めた黄金色のエゴマ油、エゴマやトマトのドレッ
シングも開発。放射能検査を行ないながら、安心安全な食品の提供と食文化の継承
に心を込めていらっしゃいます。
取材年月日：2016 年 12 月 26 日

＜お問合せ＞石井農園
住所：福島市飯坂町平野字中野 12
☎024-573-2936

地域おこし協力隊の五藤かおりさん（左から 2 人目）。
ニュージーランド留学の経験もある彼女、グローバルな視
点で大堀相馬焼を発信しています

◀

河北新報によると、仙台市若林区の災害
公営住宅には、1階エレベーター乗り場近く
に「みんなの声」
と名付けられた「目安箱」が
設置され、団地内の問題解決に役立ってい
るそうです。町内会役員が月1回回収し、役員
会で対応を話し合う他、
その結果を回覧板で
伝えるなど、住民との情報共有にも努めてい
るそうです。目安箱には月1〜5件の困り事が
投書され、町内会が市に対して改善を提案
し、実現したケースもあるとか。
これまで異なる地域に住んでいた人たち
が共に暮らすわけですから、いろいろな考え
があって当たり前。
それを知った上で歩み寄
って、問題を解決しながら、安全で安心な暮
らしをつくっていくことが大事なことだと感じ
ますが、いかがでしょうか。

〜大堀相馬焼協同組合に聞く

◀

この手づくりお菓子は、浪江の人なら大
抵知っているそうですが、不思議と他の地域
では全く知らない人が圧倒的に多いとのこ
とです。浪江の職場などではお昼休みにこ
れを持ち寄り、家ごとに異なる風味を楽しむ
と聞きました。
柚子と林檎、
この寒い時期に身近な果実
だけで作れます。柚子は種を取って皮も実
も細かく刻み、柚子の1/2量の砂糖を加え、
混ぜます。味が馴染んだら
（2〜3日程度）、
林檎をいちょう切りにして混ぜ合わせます。
出来立てがお勧めの手づくりデザートで、冷
蔵庫に入れれば2〜3日は持ちます。もちろ
ん、砂糖と合えた柚子はマーマーレード風
に食べても美味しいです。

エゴマでみんなを
元気にしたい！
食べた人たちに
「おいしい」と言われる
喜びを糧に

＜お問合せ＞陶芸の杜 おおぼり 二本松工房（大堀相馬焼協同組合）
住所：二本松市小沢字原 115-25
☎0243-24-8812 FAX：0243-24-8813
営業時間：10:00 〜 16：00
休：毎週火曜日
取材年月日：2016 年 12 月 8 日・15 日

古い切手やはがきお譲りください
値段が変わって
使いづらくなってしまった
80円・50円切手や官製はがき、印刷した年賀状など
新聞の発送用として寄付していただけませんか？
★呼びかけ以降、切手などをお寄せ頂いた方々に、
紙面を借りて御礼申し上げます。
＜お問合せ先＞
NPO 法人市民公益活動パートナーズ（古山）
☎024-573-8310 FAX024-573-8319

震災以前は酪農をやっていたので、いつか戻って牧場を再開させたいという思いが強くあり
ました。しかし住んでいたところが帰還困難地区に指定された時、自分の中にしっかりとビジョ
ンが見えてきました。時代のニーズに合った新しい形の農園を造りたい…。家族や周囲の賛同
もあって、土地を求め、私たちの農園独自のカラーを出せるよう努力していきます。

齋藤 敦子さん 【福島市】
震災後、まもなくウーマンパワーの底力を見せたかぁちゃんたちの活動の中で、石井社長夫
妻と知り合いました。石井農園の創立当時からスタッフの一員となり、営業事務の他、健康食
品として注目されているエゴマやブルーベリーなどの果実や野菜の植付から収獲、加工に力
を入れています。中でも、オリジナル商品のラベル作りは私の得意とするところです。

長岡 仁子さん 【福島市】
長年踊りのサークル『武扇会』を主宰してきました。かつて相双地区で行っていた半分の数
（15 ヶ所）になりましたが、今も皆さんと共に楽しみ、元気をいただいています。震災の前年
に「流れ山保存会」を立ち上げていたから、今こうして集まることができたと思っています。
3 月からまた流れ山の練習を再開するので、ぜひ参加してください。

吉田 規公江さん 【福島市】
震災前からもう 10 年も踊りを続けていますが、体調を崩して約 3 ヶ月お稽古を休んでしま
いました。みなさんのお顔を見て、一緒に踊って、お茶を飲みながらお話しすることが本当に
楽しみで、久しぶりに来ました。浪江にいた頃は、大正琴など習い事をいろいろしていました
が、今はこのサークルが何よりの楽しみです。

映画の時間ですよ

〜福島ゆかりの作品⑰〜

司馬遼太郎のデビュー作を映画化

『梟の城』

映画データ：
1999年 138分
日本（東宝）
監督：篠田正浩
出演：中井貴一、鶴田真由、
葉月里緒菜、上川隆也 ほか
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作品のロケ地：南相馬市（馬事公苑）、双葉郡浪江町など
梟［ふくろう］と呼ばれる忍者としての誇りをかけた伊賀者の生き様を
描いた時代活劇。織田信長によって伊賀の郷は焼き払われて滅ぼされ
たが、虐殺から辛うじて生き延びた重蔵（中井貴一）は山中に身を潜め
て暮らしていた。10 年後、天下人秀吉暗殺の密命を受けた重蔵は、一
族を滅ぼした信長への怒りを秀吉に向けることで生きる意義を見出す。
作品の冒頭で、相馬野馬追五郷騎馬会によって集落を疾走する迫力ある
シーンが演じられた。
【筆：南田白牛】

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

E-mail info@partners-npo.jp

リニューアルした『おたがいさま新聞』
を応援してください
本紙では、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。

広告
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石井 隆廣さん 【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。

浪江の笑顔

浪江の
ち
頑張るひとた

広告

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

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）42 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
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info@partners-npo.jp
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おたがいさま新聞

通巻 42 号
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