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東日本大震災
避難者互助団体

みちのく会は東日本大震災により道内に避難している被災者たちの会です。
当会は 2011 年 4 月 23 日に会員同士の互助、地元市民とのコミュニティの
発生、経済的自立を目指し、様々な取り組みを行っております。
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みなさん、こんにちは。会長の本間です。今年度 5 月より、

平成 25 年 8 月 16 日発行

みちのく会

ȄÁȉȃÁǡ ¬ http://michinokukai.info/
ǿȖǙ ¬ http://ameblo.jp/coco-kara-hokkaido/
ȊÁȔǋǲȕǢ ¬ oﬃce@michinokukai.info
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みちのく会は、支援団体のあったかい道との協働で北海道か
らの委託事業・東日本大震災による被災避難者支援事業を「北

ＪＣＮ（東日本大震災支援全国ネットワーク）は、東日本大震

海道広域避難アシスト協議会」という団体名で行っています。

災 にお ける被 災 者・避 難 者 へ の 支 援 活 動 に携わる NPO、

（代表：あったかい道代表

湊源道）

NGO、企業、財団、社団、協議会、機構、
プロジェクト、ボランティ

この事業の事務所と一緒にみちのく会の事務局も「みちのく

アグループなどが参加する、セクターを越えた民間団体による

会月寒オフィス」（札幌市豊平区月寒西 1 条 7 丁目 1-11）で、

災害支援のための全国規模のネットワーク組織です。

アシスト協議会のメンバーとともに、事務仕事やお茶会、交
流会、情報発信、相談業務などを行っています。

7/24（水）ＪＣＮ主催による「第 1 回広域避難者支援ミーティ

月寒オフィスには、現在、本間を含め 6 名、そのうち 4 名が

ング・全国版」が東京にて開催されパネリストとして本間が

みちのく会の会員さんです。メールや電話のやりとりなどで、

参加しました。全国より、35 の団体と一般来場者の合わせて

すでに名前をご存じの方もいると思いますが 8 月よりメンバー

120 名が参加し、ミーティングのテーマは「ネットワーク」。

交代もありましたので、あらためて紹介いたします。

そして「広域避難者支援を考えるつながり」を北海道から、
沖縄までの当事者団体、支援団体による情報交換がなされま

■みちのく会会長・北海道広域避難アシスト協議会副代表

した。

本間紀伊子（みちのく会会員）

北海道のように関東からの避難者さんも多い地域もあれば、

■みちのく会事務局スタッフ（ＪＣＮ協力事業担当）

関東へ避難している方たちのネットワークもあり、日本中多様

熊田 麻衣子さん ( みちのく会会員 )

な状況の中ですが、初めてお会いした九州の支援団体さんの

■北海道広域避難アシスト協議会事務局長

お話が、今の北海道の現状と非常に近いものがあるように思

石丸 卓嗣さん

いました。

■北海道広域避難アシスト協議会広報紙担当

また、ＪＣＮのホームページの中に「避難されている方々へ」

行形 直美さん ( みちのく会会員 )

http://fukushima.jpn-civil.net/

■北海道広域避難アシスト協議会会計、報告書担当

というページが新たに開設されました。このページにて掲載

藤本 昭則さん ( みちのく会会員 )

される北海道の情報収集をみちのく会が連携協力をしていま

■北海道広域避難アシスト協議会広報担当

す。掲載したほうがいい情報をご存知の方は、みちのく会ま

佐々木萌さん

でどうぞお知らせください。

みちのく会の会員として、また避難者支援事業に携わる者とし
て今後も会員の皆さんとの窓口になったり取次をしたり、お茶
会やフォーラム等でご一緒したりすると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
※写真は、8 月より北海道広域避難
アシスト協議会で仕事をしている、
みちのく会会員の藤本さん。
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毎月恒例のみちのく会月寒事務所で開催している「あんぱん
ナイト」〜 8 月のお知らせです。
☆5 月から開設した札幌市月寒の「アンパン道路」に面した

出欠：準備の都合がありますので、8 月 23 日 13 時までに、
FB イベントページ、または、メール・電話にてご連絡ください。
oﬃce@michinokukai .info 【件名・アンパンナイト】
☎011-826-4092 までお願いします。
会費：1000 円（軽食やお酒などを用意します）
※お子様は無料です。
主催：あったかい道・みちのく会

事務所にて、ご縁のあるいろいろな方々による飲み会を行い
ます。
☆人と人とが繋がる素敵な空間になればと思っています。どう
ぞお気軽にご参加ください！
☆簡単な食べ物と飲み物は用意しますが、持ちこみ、差し入
れも大歓迎です。
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東日本大震災による被災避難者支援事業（北海道委託事業）

日頃なかなかお会いできない方も、この機会にぜひ、冷たい
ビールを片手に情報交換したいですね。

避難生活が長期化する中全道各地に避難されている方たちの

みちのく会とあったかい道との共催です。あったかい道メン

思いに耳を傾ける場を設け、生活の現状や課題、北海道や市

バーと飲みたいという方も是非いらしてください。

町村、支援団体、当事者団体による多様な活動について理解、
共有し、双方のプラスになるような今後の可能性を話し合う

もともと 2011 年夏に「被災者と話さナイト」という名前で避

機会にしたいと思います。

難者さんの声を聞き、現状を知る場、避難された方と道民と

話題提供者として、恵庭市や札幌の他に道内に避難されてい

が繋がる場としてスタートした飲み会ですが、2 年以上たった

る方、支援団体、当事者団体などが出席予定です。

今、そのタイトルを聞いただけで私的にはキュンとする切な

また、出席者として、道内で住みかえ・移住をお考えの方に

さととても懐かしい思いがします。

むけて、北海道地域政策課移住交流グループの芹田主幹、Ａ

今は、どこから避難した○○です。というより、どういう仕事

ＤＲについてや法的なことをお聞きできるよう 札幌弁護士

をしている○○です・・とか、こういったことが趣味の○○で

会

す・・という自己紹介が、しっくりくるという方も増えてきて、

長沼、虻田、夕張からも避難当事者の方が出席予定です。

たかさき法律事務所所属島田弁護士、また、函館、日高、

だれが避難者とか市民とか支援者とか関係なしに、なんの先

各地域での暮らしの様子、地域との連携や特徴などをお聞き

入観もないところからそれぞれのパーソナルが繋がる、いろ

したいと思います。

いろな立場の人が集まるステキな空間となっているように思い

札幌よりＪＲで 23 分という距離。是非、ご参加いただき一

ます。

緒に考える場となればと思います。

自分の名前につく前置詞が変わっていくことが、それぞれのモ

※当日の受付、会場設営などのお手伝いも募集しています。

チベーションの自立なのかもしれませんね。
そんな中、もちろん、みんなちがってみんないい・・。

可 能 な 方 は み ち の く 会 本 間 ま で、ご 連 絡 く だ さ い
（011-826-4092）

今回は、宮城で震災にあわれたシニア世代の数名も初参加さ
れる予定です。

■日時：平成 25 年 8 月 31 日（土）13:00 開場

会費については、以前の「被災者と話さナイト」では、市民

13:30 〜 15:15 フォーラム 15:30 〜 16:30 交流会

の方たちの援助により避難者さんは、無料でしたが

■参加費：無料

「ANPAN☆NIGHT」では、だれもが一律 1000 円で食べ飲み

※お子さんもご入場可。

放題。それでも、毎回、差し入れやカンパも多く感謝してい

小学生以上は、別室で自由に遊んだり読書などのスペースが

ます。

あります。小学生以下のお子さんは、会場内にてくつろげる
場を設けます。

日時：8 月 23 日（金）18：00 〜 21：00

■会場：恵庭市黄金ふれあいセンター・ホール

場所：みちのく会 月寒オフィス 札幌市豊平区月寒西 1 条

北海道恵庭市黄金南 5 丁目 11-1

7 丁目 1-11

＜JR＞JR 恵庭駅より徒歩 14 分

交通：地下鉄東豊線 月寒中央駅 1 番出口から 36 号線を渡

札幌駅→快速エアポート /23 分→恵庭駅

り直進、児童会館の斜め前・徒歩 3 分（アンパン道路）

＜車＞道央自動車道恵庭 IC より約 4.5km

電話：011-826-4092

札幌より道央自動車道約 38km

■参加申込について

今後の出演

・メールにて⇒oﬃce@hokkaido-assist.org

→８月１８日（日）岩見沢市北村のかっぺ祭りにて 10 時 20

【件名】
「恵庭フォーラム申込」
【本文】①お名前
④お電話番号

②所属または、避難元の地域

分〜。
③ご住所

⑤メールアドレス

☆わんぱくネイチャー（子供と遊ぶ会）

以上をご記入いただき、上記アドレスに送信してくださいます

内容：約３歳から９歳くらいまでの子供達を対象とした頭と

ようお願いいたします。

体を使っての遊び。

またご確認時の連絡のため、上記アドレスより受信できるよう

場所：札幌市厚別区にある雇用促進住宅桜台宿舎管理棟

設定のほどお願いいたします。

日時：毎月第一・第三木曜日の 15 時〜 16 時 50 分迄 皆様

・FAX またはお電話にて⇒FAX&TEL 011-826-4098

お気軽に見学、ご参加ください♪

主催 : 北海道広域避難アシスト協議会（構成団体：あったか

☆７の日環境美化活動

い道・みちのく会）

５月 11 日からの『ありがとう北海道プロジェクト』をきっかけ

協力 : 北海道 NPO 被災者支援ネット

に、岩見沢市環境部の方からそらち支部もとお誘いいただき、

後援 : 恵庭市

６月７日から毎月７の付く日に市内指定の場所で、地域の方々
との 清掃活動に参加できることになりました。

今年度北海道広域避難アシスト協議会では、恵庭市・北見市・

８月７日には岩見沢市栗沢町由良墓地前道路の清掃に行って

札幌市での開催を予定しています。

来ました。
次回９月７日は岩見沢発祥の地記念公園にて、午前 11 時か

道内では今なお約 3,000 人の方が避難生活を送っています。

らの予定です。

広域避難の現状と今後をそれぞれの立場から垣根を越えて共
に考えて行きたいと思います。

これからも人と人とのつながりを作り、避難者の新たな人生の

東日本大震災から、もう 2 年？まだ 2 年？

一助になるよう努めてまいります。

風化が進む中、何かをしたいけど何をしたらいいのか分から
ないという市民・道民の方々も是非、ご参加いただき共に考

【そらち支部

問い合わせ先】

えていただけたらと思います。

そらち支部支部長 篠崎龍一

お近くの方にもどうぞお声掛けをお願いいたします。

TEL：050-5535-5518
E-mail：michinokusorachi@gmail.com
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今年も草の実平岸の里にて８月９日（金）の前夜祭と
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１０日（土）の夏祭りにみちのく会のブースを設けてもらい、
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☆夏祭りでの出店

焼きとうもろこしなどの販売をしました。
2013/04/02 オガワユカ 様
☆桜台ハッピーガールズ（女子ダンスチーム）
内容：小・中学生の女子を対象としたダンス、パフォーマン

2013/04/08 「アマチュアバンドコミュニティさっぽろ」
「音楽工房プレイヤーズ・プレイス」 様

スの練習。

2013/04/09

場所：札幌市厚別区にある雇用促進住宅桜台宿舎管理棟

2013/04/18 ナガサキフミアキ 様

日時：2013 年６月からは毎週日曜日の 9 時〜 13 時迄

2013/05/01

札幌ロックフェスティバル

2013/05/09

八軒寿会

（※ただし他のイベント等で使用する場合はそちらが優先にな
ります）

本間

紀伊子

様
様

様

2013/05/16 ナガサキフミアキ 様

出演報告

2013/05/24

→７月２７日（土）厚別区民祭りにて 15 時〜。

2013/05/24 インナーホイールクラブ

NLA 北海道

８月４日（日）厚別いなり公園夏祭りにて 16 時 45 分〜。

2013/05/27

８月１０日（土）草の実平岸の里夏祭りにて 12 時 50 分〜。

フットサル大会

様
様

焼肉レストラン プライム 20 周年記念チャリティ
様

上記三つの舞台ではいずれも天候に恵まれ、思いっきり踊り

2013/05/30

林崎

高明

様

きることができました。

2013/06/06

林崎

高明

様

絡ください。

2013/06/07 スギヤマヒロシ 様

（011-826-4092）
（oﬃce@michinokukai.info）

2013/06/20 ナガサキフミアキ 様
2013/07/01

本間

紀伊子

様

2013/07/09

ボランティアグループ

平和キルトの会

2013/07/15

薬王寺

2013/07/18

ぴーすぷろじぇくと苫小牧

2013/08/01

社会福祉法人草の実会

様
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様
様
草の実平岸の里

2013/08/01 社会福祉法人草の実会

みちのく会は、北海道広域避難アシスト協議会と連動しながら

様

草の実平岸の里

北海道建設部住宅局住宅課・北海道保健福祉部・雇用労政

分

課労働福祉グループ・ＳＫ総合福祉サービス協会他と常に情

室きまま 様

報のやりとりをしています。ご心配をされている方が多いと思

2013/08/06

牧場 タカラ 様

2013/08/06

大滝寺

2013/08/08

林崎

2013/08/08

北海道札幌平岡高等学校 軽音楽部

久保 美津子
高明

いますが、5 年までの延長を引き続き継続してお願いしていく

様

とともに、何かの動きがあった場合は、メーリングリストなど

様

ですぐにお知らせをいたします。

様

また、札幌以外への住み替えなどに関しても地域の情報を収
集しているところです。みちのく会までご連絡ください。
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このみちのく会通信は、今年度より、北海道アシスト協議会か
らのお便りと一緒に「北海道に避難されてきているみなさん」

震災後 3 年目に入り、会員さんの中から、避難者という意識

にお届けしています。

について、呼ばれ方について自分の中で少し変わってきたと
いう話を最近よく聞くようになりました。

・みちのく会の会員登録をされていない方
・会員になっているかどうかわからない方

そこで「避難移住者とか移住希望者」のようなくくりのグルー

・会員登録したが、会員証（会員番号）が手元にない方

プがあってもいいのではないか？ということを会長の私も思っ

などは、お気軽にみちのく会までご連絡ください。

これは、支援がなくなるということではなくて、「ここで生活再

またみちのく会では、日々の中での連絡に、一斉メール（メー

建をしてくために必要な支援」ということにシフトまたは、プ

リングリスト）を使用してイベントのご招待やお茶会などの交

ラスされるということになるでしょうか。

流会の等のご案内しています。

皆さんからのご意見、または具体的なイメージなどがありま

メールが届いていない方は、ご連絡ください。

したらお聞かせください。

ています。

最後に、夏休みということで、普段会えない方たちや夏休み
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だから会える方たちにお会いしました。
いろいろなイベントも多かったですが、無料で参加するという

みちのく会では、誰でも見ることができる公式のフェイスブッ

ことよりも、心にとめていただき、招待をしてくださるという

クページのほかに、会員だけのクローズドの「みちのく会＠み

気持ちがありがたいと思いました。

んなのページ」という情報共有のページがあります。

心の健康を取り戻すための支援が、必要なのだと思います。

こちらについても会員さんはだれでも利用できますので、本

自助組織として、人が繋がることで心が元気になるような企画

間までメッセージでれんらくいただくか、みちのく会までご連

を皆さんからもお待ちしています。

みちのく会のお問い合わせ先はこちら
【みちのく会

※入会のお申し込みを随時受付しております（会費無料）
※お電話や、お越しの際は、月寒事務所へお願いいたします

事務所】

【みちのく会

月寒（つきさむ）事務所】

住所：札幌市中央区南８条西２丁目

住所：札幌市豊平区月寒西 1 条 7 丁目１−１１

市民活動プラザ星園２０１

交通：地下鉄東豊線：月寒中央駅 1 番出口から

電話・ファックス：011-206-1522

徒歩 3 分（アンパン道路）

E メール：oﬃce@michinokukai.info（月寒オフィス共通）

電話・ファックス：011-826-4092

