■応募先
E-mail：myt.kanaya@gmail.com
tel：090-2737-3451
（金谷までメールかお電話ください）

みちのく会 空知支部より
そらち支部からのお知らせです。今年も残すところあと僅かとな
りました。昨年に引き続きこの一年間も二つのダンスチームを中
心として活動させて頂きました。
今年は新しく地元そらちの支援
者の方ともダンスチームを交えて交流させて頂くことも出来まし
た。
また、
札幌の桜組の方では、
極め組さんとたくさんの関わりを
頂き、
今年初めてYOSAKOIソーラン祭りに出演させて頂いたり、
夏祭りなどで極め組さんとも共演させて頂くことが出来ました。
そして10月には、
札幌厚別区で支援者と避難者との協力によって
の感謝のイベント、
『観楓・大芋煮会』
に参加させて頂きましたが、
ここではそらち支部としても、
安全な地元の食材の提供で関わら
せて頂くことが出来ました。
「芋煮会」は来年度から、そらち支部
のメインの活動として加えて行こうと考えております。
今年一年も、
たくさんの方々と関わることができ、
たくさんのご協
力、ご支援を頂きました。震災からどんなに時間が過ぎてもあの
日を忘れないよう、子供達の未来を守って行けるよう、今後も活
動していきたいと考えております。今年も本当にありがとうござ
いました。
皆様、
どうぞ良いお年をお迎えください。

【支払方法】
日払または、
月末〆翌月15日払い。
【経験】
不問
【条件】
東日本大震災により北海道へ避難してきた方
希望者多数の場合は、
調整させていただきます。
社会につながり
たい、
第1歩を踏みたい方。
今月だけならできそう・
・。
冬休みならで
きそう・
・など単発的に仕事をしたい方。
小さなお子さんがいても1
か月に数回でも数時間でも一緒にお仕事したい方。
託児はありま

胆振支部の二瓶です。
今年もたくさんの出逢いをいただきました。
みなさまの支えと励ましと元気をいただいて、
今年も無事に終わ
りそうです。
来年は、
震災から4年が過ぎます。
時代も街の様子もどんどんと変化していきます。
私たちも変化していく部分もありながら、ずっと変わらないもの
もまたあると思います。
きっと言葉では語り尽くせない思いを、みなさんそれぞれに持っ
ていると思います。
いずれにしても、
みんながもっともっと笑顔になるように、
幸せを
感じていけるように、
お互いに支え愛、
励まし愛、
育み愛、
助け愛、
笑い愛、
愛いっぱいに充実した一年を築いていく一年にしたいな
と思います。
今年も本当に大変お世話になりました。
来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。
良い年末をお過ごしください。

有償ボランティアを募集しています
今年度、
会の自主事業である缶バッチ製作の受注が増える予定を
見込んで、缶バッチ製作や事務仕事など、みちのく会の手伝いを
していただくスタッフを募集しています。
【時間】
平日10時〜14時
（実働3時間）
※応相談。
月に1日でも数日
でもOK

い。いろいろなバリエーションに柔軟に対応ができるようにと考
えています。

みちのく会

ホームページ ： http://michinokukai.info/
ブログ ： http://ameblo.jp/coco-kara-hokkaido/
メールアドレス ： ofﬁce@michinokukai.info

者の自助団体です。
当会は、
2011年4月23日に発足し、
会員同士の自助、
地域市民との
コミュニティの発生、
それぞれが願う自立を目指し、
様々な取り組みを行っています。

みちのく会札幌本部総会&交流会をおこないました

支出の部
支出項目

になります。欠席、遅刻の際は、電話にて連絡してください。無断

1 人件費

欠席・遅刻がある場合、
次回から依頼出来なくなります。
あらかじ
め時間は10時から14時までとなっていますが、
事前に連絡いただ
けた場合のみ9時〜12時など変則も受付いたします。
遅刻された
場合、
14時までの作業になり、
3時間に満たないので交通費をお
支払することと、
遅れた場合の延長対応など出来ませんのでご了
承ください。
ご不明な点は都度聞いていただけたら対応いたしま
す。
現在、
希望者が多いため1ヶ月に、
1人に対して1〜2回の稼動に
なりますが、
なるべく多くの会員さんで、
シェアしながら続けてい
ければと思います。

みちのく会のお問い合わせ先はこちら
札幌月寒
（つきさむ）
事務所
住所：〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条7丁目1-11
Tel・Fax：011-826-4092 HP：http://michinokukai.info/
E-mail: ofﬁce@michinokukai.info
【札幌本部の会員数：1,450人】
大人：763 人／高校生：15人／中
学生：50人／小学生：238人／乳幼児：384人
■みちのく会 旭川支部 支部長 金谷 光英
住所：〒070-0032 旭川市2条通7丁目227番地-1 マルカツ3F
Tel：090-2737-3451
E-mail：asahikawa@michinokukai.info
【旭川支部の会員数：144人】
■みちのく会 空知支部 支部長 渡辺 歩
〒069-0351 岩見沢市北村砂浜4925
Tel：050-5535-5518
E-mail：sorachi@michinokukai.info

日時：2014年12月06日
（土）
14:00〜15:00

■みちのく会 函館支部 支部長 鈴木 明広
〒041-0843 函館市花園町33番地8-606

E-mail：eniwa@michinokukai.info

4 旅費交通費

¥661,887 通勤費・ガソリン代

5 通信費

¥91,064 電話代・切手代

6 水道光熱費

¥68,885
¥120,000 家賃として
¥261,225 寄付金の分配
¥243,983 茶話会のお菓子代・飲み物代・備品購入

11

¥254,039 缶バッチの材料購入

震災から3年8ヶ月経ち、
想いが変わってきている部分があるかと
思う。1年に1回の会となるが、同窓会のような気持ちで参加して
ほしい。
【参加者】 会長：本間 紀伊子／副会長：小祝 美雪／副会長：渡邉

12

（4回分）
¥75,000 物造り茶話会の材料費など

13

¥27,510 振り込み手数料

14

¥350,089 WAON助成によるバス旅行代（2回分）

15 イベント支出

¥236,481 アンパンナイトの食材購入費

小林 靖／スタッフ：田中 里香子／スタッフ：植木 幸子／会員の皆

16 返還分

¥770,238 助成金 サポートほっと返金分

様：38名

17 次年度繰越金 ¥1,235,799

恭一／会計：熊田 麻衣子／会計監査：藤本 昭則／監査：森田 千恵
／函館支部長：鈴木 明広／そらち支部長：渡辺 歩／恵庭支部長：

【議事】

支出計

議長：副会長

¥6,214,519

渡邉 恭一／議事録担当：恵庭支部支部長 小林

■会則変更
次回の総会まで待たずに役員の承認があれば役員または、役職

次年度繰越 ¥1,235,799

を増員、
変更できるものとする。
※役員について変更がありましたら会報等でご案内させていた
だきます。

■会計報告
（会計：熊田）

2013年度みちのく会

会計報告

収入の部
収入項目

25年度

摘要

¥2,010,033
¥743,033 缶バッチ製作によるもの

3 寄付金

¥1,185,073

4 助成金

¥1,357,765 手記作成の助成金

（印刷代・製本・スタッフ）
みちのく会茶話会 物造り助成
（味噌つくり・ポーセラーツ・
ブリザードフラワー）

【胆振支部の会員数：11人】

【恵庭支部の会員数：10人】

¥359,145 手記印刷代

9 協力費

E-mail：iburi@michinokukai.info

【謝礼】
1時間 800円

3

10 雑費

Tel：090-4555-3275

Tel：050-3553-8884

¥126,420 会報などの印刷代・配布物の印刷

【会長挨拶】 会長 本間

2 缶バッチ収入

■みちのく会 恵庭支部 支部長 小林 靖

ボランティア評価・事業にかか
わる人件費・缶バッチ製作評価

¥5,088 各保険加入料

E-mail：hakodate@michinokukai.info

〒049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町167-6

¥1,327,666

8 保険料

市民活動プラザ星園 ２階大会議室

1 前年度繰越

■みちのく会 胆振支部 支部長 二瓶 勇樹

摘要

【開会の言葉】 司会：副会長 小祝

Tel：090-2984-3752
【函館支部の会員数：55人】

25年度

2 印刷製本費

7 賃借料

場所：札幌市中央区南８条西２丁目

【空知支部の会員数：35人】

〒061-0374 恵庭市恵み野北3-1-1 恵庭RBパーク S-205

合はなし）

みちのく会は東日本大震災、
福島第一原発事故により北海道へ移り住んだ被災避難

【注意事項】
みちのく会事務局からの連絡は基本的にメールのみ

【期間】
平成27年3月末まで
（予定）
【交通費】市内公共交通機関利用料金実費（実働3時間未満の場

東日本大震災
避難者互助団体

せんが、子どもと一緒にならできそう・・という方、ご相談くださ

■みちのく会 札幌本部 会長 本間 紀伊子
（ほんまきいこ）

みちのく会 胆振支部より

みちのく会通信

平成26年12月26日発行

No.3１

バス旅行開催時の助成

5 イベント会費
6 雑収入
7 事業収益（JCN)
収入計

¥214,540 イベント会費・缶バッチ売上
¥64,075 会長の講演会謝礼・利息
¥640,000
¥6,214,519

■2014年度上半期の活動報告
（熊田）
・みちのくカフェについて
開催にあたり、今年は地区別また出身地別といった、少し違った
茶話会の開催をしてみた。
それにより、事務所の参加だと遠くて来られない方、お父さんの
参加なども増えて繋がりが新たにうまれ、参加してくれる方から
も出身地別がまたやりたいという話があったりしました。

お店の名前
「Lill Grace」
には、
グレース・ケリーがお好きだという
山田さんの
「全ての女性、
誰にでも、
素敵なシンデレラストーリー
があっていい」
という思いが込められています。
ポーセラーツは
陶器に限らず、
ガラスにも彩ることができます。
ティーセットな
どの食器をはじめ、
ドアプレートやウエルカムボードなど、
世界
に一つだけ自分オリジナルの作品を作ることができるのが、
ポー
セラーツの魅力ですね。
イニシャルや日付、
メッセージなどを入
れて、
結婚祝いや記念日の贈り物にしても喜ばれますし、
自分へ
のご褒美にと作られる方も多いそうです。

・有償ボランティアについて
6月の告知からスタートしていますが最初は参加されたいという
方の人数も少なかったのですが、
徐々に増えていき今では登録者
数が40名近く居ます。
人数も増えなかなか順番が回らなくなってしまっていますが、
今も
有償ボランティアをやりたいとメールの問い合わせなどもあり、
その中には男性の方また、
お子様とご一緒に参加する方さまざま
ですがここに来た事をきっかけに就職されたかたなどもいます。
主に今の作業はみちのく会の収入の要、
缶バッチ作業が多いので

容を絞りつつ、
人件費運営費をねん出しながら活動していく
■ミッチィプロジェクト
3か月の公募を経て15作品の応募、
会員の投票により決定
みちのく会で何か今後に形を残していけるようなものが出来れば
という思いが形になった
■質疑
とくになし

出身地別の交流会宮城県出身の方たちの夜の茶話会でした。
夜の茶話会は、
お酒が入ることで昼間の茶話会よりももっとぐっ
と参加者同士がが近くなるような気がしました。
今回は食べ飲み
放題だったのでより一層一体感があったように思います。
(もうそ
れはびっくりするほどたくさん食べて飲みました。
)
今回も子ども連れの会員さんが多かったので、
大人たちの勢いに
な意味で(笑)。
参加された母子避難のお母さんは、
「夜に出歩いてお酒を飲める

みちのく会札幌本部 今後の予定

次年度については避難者そのものの心の変化もあり、活動の内

11月22日は、
みちのくカフェで毎月第4土曜日の夜に行っている

子供たちはびっくりしていました。
お酒ってすごいですよね。
色々

すがこれからも、
続けられるようしていきたいです。

■次年度に向けて

宮城県出身の交流会を開催しました

■27年1月6日
（火）
15：00〜17：00 わんぱくネーチャー札幌市厚
別区
（要予約）
■1月15日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（福島県会津地方
出身者のお茶会）
みちのく会月寒事務所
（要予約）
※今月は第3木
曜の開催になります。
■1月22日
（木）
11：30〜14：00 出張茶話会
（厚別区方面にて開
催予定）
（要予約）
■1月23日
（金）
18：00〜21：00 アンパンナイト
（交流会・道民の
参加あり）
みちのく会月寒事務所
（要予約）
■1月29日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（企画募集中）
■2月3日
（火）
15：00〜17：00 わんぱくネーチャー札幌市厚別区
（要予約）
■2月5日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（企画募集中）
■2月12日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（企画募集中）
■2月26日
（木）
11：30〜14：00 出張茶話会
（西区方面にて開催
予定）
（要予約）
■2月27日
（金）
18：00〜21：00 アンパンナイト
（交流会・道民の
参加あり）
みちのく会月寒事務所
（要予約）
※今後の予定は変更がある場合がありますので、必ず事前にご
確認ください。

なんて久しぶりです〜なかなか行く機会がなくて・
・名だたる歓楽
街ススキノに一度は飲みに行ってみたかったんですけど怖いし行
く人もいないし、
旦那様にもなんか悪くって・
・でもよい気分転換
になりました。
子どもも
『ママと夜出歩くのって楽しいって』
」
避難生活が長引くにつれて個々に多様化したいろいろな問題を
抱えている会員さんが少しでも前を向けますように交流の場
『み
ちのくカフェ』
が少しでもお役に立てればいいなと思いました。
（スタッフ・田中）
また、
2015年1月にはSWEETIE CLAY マカロンタワーディプロ
マコース、
マカロンタワーの1〜2dayレッスンや、
マカロン小物
レッスンも開講予定とのことです。
当面の目標は、
教室の運営を
軌道にのせ、
ポーセラーツを広めていくことと話してくれまし
た。
教室は大通駅から徒歩2分のアクセスのよいところにあり、
体験
レッスンもあります。
詳しくは、
HPをご覧ください。
HP http://www.lillgrace.com/
ブログ http://ameblo.jp/lill-grace-porcelarts/

■ミッチィプロジェクト表彰式
最優秀賞：須藤愛さん

みちのく会 旭川支部より

「これからもミッチィを
よろしくお願いします」

皆さん、
お元気ですか。
ご連絡が二件あります。

優秀賞：田邊真寿美さん

旭川市内にあります
【道北勤医協】
様に、
被災・避難者の健康相談

副会長賞：藤本夏美さん

に随時対応をしていただけることとなりました。
希望されます方

ほか入賞者の紹介と

は、
まずお電話で
「松崎道幸先生の出勤」
を確認のうえ、
症状や相

記念品郵送

談したいことをお伝えください。
直接、
病院へ行って相談ができる
ようになります。
■相談窓口：一条クリニック事務長 大久保さんか、
師長室 神長

会員さん紹介 山田麻美さん
（厚別区）
今回ご紹介するのは、2014年
10月にポーセラーツ教室
「Lill Grace」
を開業された山田
麻美さんです。
山田さんは、2011年10月に福
島県鏡石町からご家族で避難
して来られました。ポーセラー
ツは、 こんな素敵なものが自
分で作れるなんて！ と興味を
持ったのがきっかけで、札幌で
教室に通い始めたそうです。

みちのくkidsからのおしらせ

（かみなが）
さん
■連絡先：道北勤医協一条通病院

みなさんこんにちは。みちのくkidsです！寒い日が続いています

住所：〒078-8231 旭川市豊岡１条１丁目

が、
皆様いかがお過ごしですか。
みちのくkidsは、
東日本大震災の

tel：0166-34-2111

影響で札幌に避難してきた子どもたちを対象にボランティア活動

fax：0166-34-2924

をしている学生団体です。みちのくkidsでは、1月16〜18日に冬

もう一件。
希望者全員に、
次のイベント
（通常有料）
の入場券を郵

スクール2015というイベントを行う予定です。雪遊びや旗作り、

送いたします。

そして小樽水族館に行く予定です。
子どもの参加人数は、
20人前

「あっぱれ北斎！光の王国展」
葛飾北斎の描き上げた瞬間が今蘇

後の参加が予定されています。
バスの予約の関係上、
2日目の申し

る！〜という事業が12/30
（火）
〜1/12
（月祝）
まで、
旭川の西武旭

込みは締め切らせていただきましたが、1・3日目の申し込みはま

川店Ａ館8Ｆ催事場で開催されます。
諸国瀧巡りの全作品を最新

だ受け付けています。ご予定の合うお子様がいましたら、ぜひご

のデジタル技術でリ・クリエイト。
宮沢りえ、
小林薫による音声ガ

参加ください。
対象年齢は3歳〜で、
保護者同伴なしでのお預かり

イドで日本が誇る芸術に触れてみませんか？

が可能となっています。これからも色々なイベントを行いますの

※勝手ながら元旦〜４日は発送できません。
ご予定を確認くださ

で、
ぜひご参加ください。

いますようお願い致します。

■応募先
E-mail：myt.kanaya@gmail.com
tel：090-2737-3451
（金谷までメールかお電話ください）

みちのく会 空知支部より
そらち支部からのお知らせです。今年も残すところあと僅かとな
りました。昨年に引き続きこの一年間も二つのダンスチームを中
心として活動させて頂きました。
今年は新しく地元そらちの支援
者の方ともダンスチームを交えて交流させて頂くことも出来まし
た。
また、
札幌の桜組の方では、
極め組さんとたくさんの関わりを
頂き、
今年初めてYOSAKOIソーラン祭りに出演させて頂いたり、
夏祭りなどで極め組さんとも共演させて頂くことが出来ました。
そして10月には、
札幌厚別区で支援者と避難者との協力によって
の感謝のイベント、
『観楓・大芋煮会』
に参加させて頂きましたが、
ここではそらち支部としても、
安全な地元の食材の提供で関わら
せて頂くことが出来ました。
「芋煮会」は来年度から、そらち支部
のメインの活動として加えて行こうと考えております。
今年一年も、
たくさんの方々と関わることができ、
たくさんのご協
力、ご支援を頂きました。震災からどんなに時間が過ぎてもあの
日を忘れないよう、子供達の未来を守って行けるよう、今後も活
動していきたいと考えております。今年も本当にありがとうござ
いました。
皆様、
どうぞ良いお年をお迎えください。

【支払方法】
日払または、
月末〆翌月15日払い。
【経験】
不問
【条件】
東日本大震災により北海道へ避難してきた方
希望者多数の場合は、
調整させていただきます。
社会につながり
たい、
第1歩を踏みたい方。
今月だけならできそう・
・。
冬休みならで
きそう・
・など単発的に仕事をしたい方。
小さなお子さんがいても1
か月に数回でも数時間でも一緒にお仕事したい方。
託児はありま

胆振支部の二瓶です。
今年もたくさんの出逢いをいただきました。
みなさまの支えと励ましと元気をいただいて、
今年も無事に終わ
りそうです。
来年は、
震災から4年が過ぎます。
時代も街の様子もどんどんと変化していきます。
私たちも変化していく部分もありながら、ずっと変わらないもの
もまたあると思います。
きっと言葉では語り尽くせない思いを、みなさんそれぞれに持っ
ていると思います。
いずれにしても、
みんながもっともっと笑顔になるように、
幸せを
感じていけるように、
お互いに支え愛、
励まし愛、
育み愛、
助け愛、
笑い愛、
愛いっぱいに充実した一年を築いていく一年にしたいな
と思います。
今年も本当に大変お世話になりました。
来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。
良い年末をお過ごしください。

有償ボランティアを募集しています
今年度、
会の自主事業である缶バッチ製作の受注が増える予定を
見込んで、缶バッチ製作や事務仕事など、みちのく会の手伝いを
していただくスタッフを募集しています。
【時間】
平日10時〜14時
（実働3時間）
※応相談。
月に1日でも数日
でもOK

い。いろいろなバリエーションに柔軟に対応ができるようにと考
えています。

みちのく会

ホームページ ： http://michinokukai.info/
ブログ ： http://ameblo.jp/coco-kara-hokkaido/
メールアドレス ： ofﬁce@michinokukai.info

者の自助団体です。
当会は、
2011年4月23日に発足し、
会員同士の自助、
地域市民との
コミュニティの発生、
それぞれが願う自立を目指し、
様々な取り組みを行っています。

みちのく会札幌本部総会&交流会をおこないました

支出の部
支出項目

になります。欠席、遅刻の際は、電話にて連絡してください。無断

1 人件費

欠席・遅刻がある場合、
次回から依頼出来なくなります。
あらかじ
め時間は10時から14時までとなっていますが、
事前に連絡いただ
けた場合のみ9時〜12時など変則も受付いたします。
遅刻された
場合、
14時までの作業になり、
3時間に満たないので交通費をお
支払することと、
遅れた場合の延長対応など出来ませんのでご了
承ください。
ご不明な点は都度聞いていただけたら対応いたしま
す。
現在、
希望者が多いため1ヶ月に、
1人に対して1〜2回の稼動に
なりますが、
なるべく多くの会員さんで、
シェアしながら続けてい
ければと思います。

みちのく会のお問い合わせ先はこちら
札幌月寒
（つきさむ）
事務所
住所：〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条7丁目1-11
Tel・Fax：011-826-4092 HP：http://michinokukai.info/
E-mail: ofﬁce@michinokukai.info
【札幌本部の会員数：1,450人】
大人：763 人／高校生：15人／中
学生：50人／小学生：238人／乳幼児：384人
■みちのく会 旭川支部 支部長 金谷 光英
住所：〒070-0032 旭川市2条通7丁目227番地-1 マルカツ3F
Tel：090-2737-3451
E-mail：asahikawa@michinokukai.info
【旭川支部の会員数：144人】
■みちのく会 空知支部 支部長 渡辺 歩
〒069-0351 岩見沢市北村砂浜4925
Tel：050-5535-5518
E-mail：sorachi@michinokukai.info

日時：2014年12月06日
（土）
14:00〜15:00

■みちのく会 函館支部 支部長 鈴木 明広
〒041-0843 函館市花園町33番地8-606

E-mail：eniwa@michinokukai.info

4 旅費交通費

¥661,887 通勤費・ガソリン代

5 通信費

¥91,064 電話代・切手代

6 水道光熱費

¥68,885
¥120,000 家賃として
¥261,225 寄付金の分配
¥243,983 茶話会のお菓子代・飲み物代・備品購入

11

¥254,039 缶バッチの材料購入

震災から3年8ヶ月経ち、
想いが変わってきている部分があるかと
思う。1年に1回の会となるが、同窓会のような気持ちで参加して
ほしい。
【参加者】 会長：本間 紀伊子／副会長：小祝 美雪／副会長：渡邉

12

（4回分）
¥75,000 物造り茶話会の材料費など

13

¥27,510 振り込み手数料

14

¥350,089 WAON助成によるバス旅行代（2回分）

15 イベント支出

¥236,481 アンパンナイトの食材購入費

小林 靖／スタッフ：田中 里香子／スタッフ：植木 幸子／会員の皆

16 返還分

¥770,238 助成金 サポートほっと返金分

様：38名

17 次年度繰越金 ¥1,235,799

恭一／会計：熊田 麻衣子／会計監査：藤本 昭則／監査：森田 千恵
／函館支部長：鈴木 明広／そらち支部長：渡辺 歩／恵庭支部長：

【議事】

支出計

議長：副会長

¥6,214,519

渡邉 恭一／議事録担当：恵庭支部支部長 小林

■会則変更
次回の総会まで待たずに役員の承認があれば役員または、役職

次年度繰越 ¥1,235,799

を増員、
変更できるものとする。
※役員について変更がありましたら会報等でご案内させていた
だきます。

■会計報告
（会計：熊田）

2013年度みちのく会

会計報告

収入の部
収入項目

25年度

摘要

¥2,010,033
¥743,033 缶バッチ製作によるもの

3 寄付金

¥1,185,073

4 助成金

¥1,357,765 手記作成の助成金

（印刷代・製本・スタッフ）
みちのく会茶話会 物造り助成
（味噌つくり・ポーセラーツ・
ブリザードフラワー）

【胆振支部の会員数：11人】

【恵庭支部の会員数：10人】

¥359,145 手記印刷代

9 協力費

E-mail：iburi@michinokukai.info

【謝礼】
1時間 800円

3

10 雑費

Tel：090-4555-3275

Tel：050-3553-8884

¥126,420 会報などの印刷代・配布物の印刷

【会長挨拶】 会長 本間

2 缶バッチ収入

■みちのく会 恵庭支部 支部長 小林 靖

ボランティア評価・事業にかか
わる人件費・缶バッチ製作評価

¥5,088 各保険加入料

E-mail：hakodate@michinokukai.info

〒049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町167-6

¥1,327,666

8 保険料

市民活動プラザ星園 ２階大会議室

1 前年度繰越

■みちのく会 胆振支部 支部長 二瓶 勇樹

摘要

【開会の言葉】 司会：副会長 小祝

Tel：090-2984-3752
【函館支部の会員数：55人】

25年度

2 印刷製本費

7 賃借料

場所：札幌市中央区南８条西２丁目

【空知支部の会員数：35人】

〒061-0374 恵庭市恵み野北3-1-1 恵庭RBパーク S-205

合はなし）

みちのく会は東日本大震災、
福島第一原発事故により北海道へ移り住んだ被災避難

【注意事項】
みちのく会事務局からの連絡は基本的にメールのみ

【期間】
平成27年3月末まで
（予定）
【交通費】市内公共交通機関利用料金実費（実働3時間未満の場

東日本大震災
避難者互助団体

せんが、子どもと一緒にならできそう・・という方、ご相談くださ

■みちのく会 札幌本部 会長 本間 紀伊子
（ほんまきいこ）

みちのく会 胆振支部より

みちのく会通信

平成26年12月26日発行

No.3１

バス旅行開催時の助成

5 イベント会費
6 雑収入
7 事業収益（JCN)
収入計

¥214,540 イベント会費・缶バッチ売上
¥64,075 会長の講演会謝礼・利息
¥640,000
¥6,214,519

■2014年度上半期の活動報告
（熊田）
・みちのくカフェについて
開催にあたり、今年は地区別また出身地別といった、少し違った
茶話会の開催をしてみた。
それにより、事務所の参加だと遠くて来られない方、お父さんの
参加なども増えて繋がりが新たにうまれ、参加してくれる方から
も出身地別がまたやりたいという話があったりしました。

お店の名前
「Lill Grace」
には、
グレース・ケリーがお好きだという
山田さんの
「全ての女性、
誰にでも、
素敵なシンデレラストーリー
があっていい」
という思いが込められています。
ポーセラーツは
陶器に限らず、
ガラスにも彩ることができます。
ティーセットな
どの食器をはじめ、
ドアプレートやウエルカムボードなど、
世界
に一つだけ自分オリジナルの作品を作ることができるのが、
ポー
セラーツの魅力ですね。
イニシャルや日付、
メッセージなどを入
れて、
結婚祝いや記念日の贈り物にしても喜ばれますし、
自分へ
のご褒美にと作られる方も多いそうです。

・有償ボランティアについて
6月の告知からスタートしていますが最初は参加されたいという
方の人数も少なかったのですが、
徐々に増えていき今では登録者
数が40名近く居ます。
人数も増えなかなか順番が回らなくなってしまっていますが、
今も
有償ボランティアをやりたいとメールの問い合わせなどもあり、
その中には男性の方また、
お子様とご一緒に参加する方さまざま
ですがここに来た事をきっかけに就職されたかたなどもいます。
主に今の作業はみちのく会の収入の要、
缶バッチ作業が多いので

容を絞りつつ、
人件費運営費をねん出しながら活動していく
■ミッチィプロジェクト
3か月の公募を経て15作品の応募、
会員の投票により決定
みちのく会で何か今後に形を残していけるようなものが出来れば
という思いが形になった
■質疑
とくになし

出身地別の交流会宮城県出身の方たちの夜の茶話会でした。
夜の茶話会は、
お酒が入ることで昼間の茶話会よりももっとぐっ
と参加者同士がが近くなるような気がしました。
今回は食べ飲み
放題だったのでより一層一体感があったように思います。
(もうそ
れはびっくりするほどたくさん食べて飲みました。
)
今回も子ども連れの会員さんが多かったので、
大人たちの勢いに
な意味で(笑)。
参加された母子避難のお母さんは、
「夜に出歩いてお酒を飲める

みちのく会札幌本部 今後の予定

次年度については避難者そのものの心の変化もあり、活動の内

11月22日は、
みちのくカフェで毎月第4土曜日の夜に行っている

子供たちはびっくりしていました。
お酒ってすごいですよね。
色々

すがこれからも、
続けられるようしていきたいです。

■次年度に向けて

宮城県出身の交流会を開催しました

■27年1月6日
（火）
15：00〜17：00 わんぱくネーチャー札幌市厚
別区
（要予約）
■1月15日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（福島県会津地方
出身者のお茶会）
みちのく会月寒事務所
（要予約）
※今月は第3木
曜の開催になります。
■1月22日
（木）
11：30〜14：00 出張茶話会
（厚別区方面にて開
催予定）
（要予約）
■1月23日
（金）
18：00〜21：00 アンパンナイト
（交流会・道民の
参加あり）
みちのく会月寒事務所
（要予約）
■1月29日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（企画募集中）
■2月3日
（火）
15：00〜17：00 わんぱくネーチャー札幌市厚別区
（要予約）
■2月5日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（企画募集中）
■2月12日
（木）
10：30〜14：00 みちのくカフェ
（企画募集中）
■2月26日
（木）
11：30〜14：00 出張茶話会
（西区方面にて開催
予定）
（要予約）
■2月27日
（金）
18：00〜21：00 アンパンナイト
（交流会・道民の
参加あり）
みちのく会月寒事務所
（要予約）
※今後の予定は変更がある場合がありますので、必ず事前にご
確認ください。

なんて久しぶりです〜なかなか行く機会がなくて・
・名だたる歓楽
街ススキノに一度は飲みに行ってみたかったんですけど怖いし行
く人もいないし、
旦那様にもなんか悪くって・
・でもよい気分転換
になりました。
子どもも
『ママと夜出歩くのって楽しいって』
」
避難生活が長引くにつれて個々に多様化したいろいろな問題を
抱えている会員さんが少しでも前を向けますように交流の場
『み
ちのくカフェ』
が少しでもお役に立てればいいなと思いました。
（スタッフ・田中）
また、
2015年1月にはSWEETIE CLAY マカロンタワーディプロ
マコース、
マカロンタワーの1〜2dayレッスンや、
マカロン小物
レッスンも開講予定とのことです。
当面の目標は、
教室の運営を
軌道にのせ、
ポーセラーツを広めていくことと話してくれまし
た。
教室は大通駅から徒歩2分のアクセスのよいところにあり、
体験
レッスンもあります。
詳しくは、
HPをご覧ください。
HP http://www.lillgrace.com/
ブログ http://ameblo.jp/lill-grace-porcelarts/

■ミッチィプロジェクト表彰式
最優秀賞：須藤愛さん

みちのく会 旭川支部より

「これからもミッチィを
よろしくお願いします」

皆さん、
お元気ですか。
ご連絡が二件あります。

優秀賞：田邊真寿美さん

旭川市内にあります
【道北勤医協】
様に、
被災・避難者の健康相談

副会長賞：藤本夏美さん

に随時対応をしていただけることとなりました。
希望されます方

ほか入賞者の紹介と

は、
まずお電話で
「松崎道幸先生の出勤」
を確認のうえ、
症状や相

記念品郵送

談したいことをお伝えください。
直接、
病院へ行って相談ができる
ようになります。
■相談窓口：一条クリニック事務長 大久保さんか、
師長室 神長

会員さん紹介 山田麻美さん
（厚別区）
今回ご紹介するのは、2014年
10月にポーセラーツ教室
「Lill Grace」
を開業された山田
麻美さんです。
山田さんは、2011年10月に福
島県鏡石町からご家族で避難
して来られました。ポーセラー
ツは、 こんな素敵なものが自
分で作れるなんて！ と興味を
持ったのがきっかけで、札幌で
教室に通い始めたそうです。

みちのくkidsからのおしらせ

（かみなが）
さん
■連絡先：道北勤医協一条通病院

みなさんこんにちは。みちのくkidsです！寒い日が続いています

住所：〒078-8231 旭川市豊岡１条１丁目

が、
皆様いかがお過ごしですか。
みちのくkidsは、
東日本大震災の

tel：0166-34-2111

影響で札幌に避難してきた子どもたちを対象にボランティア活動

fax：0166-34-2924

をしている学生団体です。みちのくkidsでは、1月16〜18日に冬

もう一件。
希望者全員に、
次のイベント
（通常有料）
の入場券を郵

スクール2015というイベントを行う予定です。雪遊びや旗作り、

送いたします。

そして小樽水族館に行く予定です。
子どもの参加人数は、
20人前

「あっぱれ北斎！光の王国展」
葛飾北斎の描き上げた瞬間が今蘇

後の参加が予定されています。
バスの予約の関係上、
2日目の申し

る！〜という事業が12/30
（火）
〜1/12
（月祝）
まで、
旭川の西武旭

込みは締め切らせていただきましたが、1・3日目の申し込みはま

川店Ａ館8Ｆ催事場で開催されます。
諸国瀧巡りの全作品を最新

だ受け付けています。ご予定の合うお子様がいましたら、ぜひご

のデジタル技術でリ・クリエイト。
宮沢りえ、
小林薫による音声ガ

参加ください。
対象年齢は3歳〜で、
保護者同伴なしでのお預かり

イドで日本が誇る芸術に触れてみませんか？

が可能となっています。これからも色々なイベントを行いますの

※勝手ながら元旦〜４日は発送できません。
ご予定を確認くださ

で、
ぜひご参加ください。

いますようお願い致します。

■応募先
E-mail：myt.kanaya@gmail.com
tel：090-2737-3451
（金谷までメールかお電話ください）

みちのく会 空知支部より
そらち支部からのお知らせです。今年も残すところあと僅かとな
りました。昨年に引き続きこの一年間も二つのダンスチームを中
心として活動させて頂きました。
今年は新しく地元そらちの支援
者の方ともダンスチームを交えて交流させて頂くことも出来まし
た。
また、
札幌の桜組の方では、
極め組さんとたくさんの関わりを
頂き、
今年初めてYOSAKOIソーラン祭りに出演させて頂いたり、
夏祭りなどで極め組さんとも共演させて頂くことが出来ました。
そして10月には、
札幌厚別区で支援者と避難者との協力によって
の感謝のイベント、
『観楓・大芋煮会』
に参加させて頂きましたが、
ここではそらち支部としても、
安全な地元の食材の提供で関わら
せて頂くことが出来ました。
「芋煮会」は来年度から、そらち支部
のメインの活動として加えて行こうと考えております。
今年一年も、
たくさんの方々と関わることができ、
たくさんのご協
力、ご支援を頂きました。震災からどんなに時間が過ぎてもあの
日を忘れないよう、子供達の未来を守って行けるよう、今後も活
動していきたいと考えております。今年も本当にありがとうござ
いました。
皆様、
どうぞ良いお年をお迎えください。

【支払方法】
日払または、
月末〆翌月15日払い。
【経験】
不問
【条件】
東日本大震災により北海道へ避難してきた方
希望者多数の場合は、
調整させていただきます。
社会につながり
たい、
第1歩を踏みたい方。
今月だけならできそう・
・。
冬休みならで
きそう・
・など単発的に仕事をしたい方。
小さなお子さんがいても1
か月に数回でも数時間でも一緒にお仕事したい方。
託児はありま

胆振支部の二瓶です。
今年もたくさんの出逢いをいただきました。
みなさまの支えと励ましと元気をいただいて、
今年も無事に終わ
りそうです。
来年は、
震災から4年が過ぎます。
時代も街の様子もどんどんと変化していきます。
私たちも変化していく部分もありながら、ずっと変わらないもの
もまたあると思います。
きっと言葉では語り尽くせない思いを、みなさんそれぞれに持っ
ていると思います。
いずれにしても、
みんながもっともっと笑顔になるように、
幸せを
感じていけるように、
お互いに支え愛、
励まし愛、
育み愛、
助け愛、
笑い愛、
愛いっぱいに充実した一年を築いていく一年にしたいな
と思います。
今年も本当に大変お世話になりました。
来年もまたどうぞよろしくお願いいたします。
良い年末をお過ごしください。

有償ボランティアを募集しています
今年度、
会の自主事業である缶バッチ製作の受注が増える予定を
見込んで、缶バッチ製作や事務仕事など、みちのく会の手伝いを
していただくスタッフを募集しています。
【時間】
平日10時〜14時
（実働3時間）
※応相談。
月に1日でも数日
でもOK

い。いろいろなバリエーションに柔軟に対応ができるようにと考
えています。

みちのく会

ホームページ ： http://michinokukai.info/
ブログ ： http://ameblo.jp/coco-kara-hokkaido/
メールアドレス ： ofﬁce@michinokukai.info

者の自助団体です。
当会は、
2011年4月23日に発足し、
会員同士の自助、
地域市民との
コミュニティの発生、
それぞれが願う自立を目指し、
様々な取り組みを行っています。

みちのく会札幌本部総会&交流会をおこないました

支出の部
支出項目

になります。欠席、遅刻の際は、電話にて連絡してください。無断

1 人件費

欠席・遅刻がある場合、
次回から依頼出来なくなります。
あらかじ
め時間は10時から14時までとなっていますが、
事前に連絡いただ
けた場合のみ9時〜12時など変則も受付いたします。
遅刻された
場合、
14時までの作業になり、
3時間に満たないので交通費をお
支払することと、
遅れた場合の延長対応など出来ませんのでご了
承ください。
ご不明な点は都度聞いていただけたら対応いたしま
す。
現在、
希望者が多いため1ヶ月に、
1人に対して1〜2回の稼動に
なりますが、
なるべく多くの会員さんで、
シェアしながら続けてい
ければと思います。

みちのく会のお問い合わせ先はこちら
札幌月寒
（つきさむ）
事務所
住所：〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条7丁目1-11
Tel・Fax：011-826-4092 HP：http://michinokukai.info/
E-mail: ofﬁce@michinokukai.info
【札幌本部の会員数：1,450人】
大人：763 人／高校生：15人／中
学生：50人／小学生：238人／乳幼児：384人
■みちのく会 旭川支部 支部長 金谷 光英
住所：〒070-0032 旭川市2条通7丁目227番地-1 マルカツ3F
Tel：090-2737-3451
E-mail：asahikawa@michinokukai.info
【旭川支部の会員数：144人】
■みちのく会 空知支部 支部長 渡辺 歩
〒069-0351 岩見沢市北村砂浜4925
Tel：050-5535-5518
E-mail：sorachi@michinokukai.info

日時：2014年12月06日
（土）
14:00〜15:00

■みちのく会 函館支部 支部長 鈴木 明広
〒041-0843 函館市花園町33番地8-606

E-mail：eniwa@michinokukai.info

4 旅費交通費

¥661,887 通勤費・ガソリン代

5 通信費

¥91,064 電話代・切手代

6 水道光熱費

¥68,885
¥120,000 家賃として
¥261,225 寄付金の分配
¥243,983 茶話会のお菓子代・飲み物代・備品購入

11

¥254,039 缶バッチの材料購入

震災から3年8ヶ月経ち、
想いが変わってきている部分があるかと
思う。1年に1回の会となるが、同窓会のような気持ちで参加して
ほしい。
【参加者】 会長：本間 紀伊子／副会長：小祝 美雪／副会長：渡邉

12

（4回分）
¥75,000 物造り茶話会の材料費など

13

¥27,510 振り込み手数料

14

¥350,089 WAON助成によるバス旅行代（2回分）

15 イベント支出

¥236,481 アンパンナイトの食材購入費

小林 靖／スタッフ：田中 里香子／スタッフ：植木 幸子／会員の皆

16 返還分

¥770,238 助成金 サポートほっと返金分

様：38名

17 次年度繰越金 ¥1,235,799

恭一／会計：熊田 麻衣子／会計監査：藤本 昭則／監査：森田 千恵
／函館支部長：鈴木 明広／そらち支部長：渡辺 歩／恵庭支部長：

【議事】

支出計

議長：副会長

¥6,214,519

渡邉 恭一／議事録担当：恵庭支部支部長 小林

■会則変更
次回の総会まで待たずに役員の承認があれば役員または、役職

次年度繰越 ¥1,235,799

を増員、
変更できるものとする。
※役員について変更がありましたら会報等でご案内させていた
だきます。

■会計報告
（会計：熊田）

2013年度みちのく会

会計報告

収入の部
収入項目

25年度

摘要

¥2,010,033
¥743,033 缶バッチ製作によるもの

3 寄付金

¥1,185,073

4 助成金

¥1,357,765 手記作成の助成金

（印刷代・製本・スタッフ）
みちのく会茶話会 物造り助成
（味噌つくり・ポーセラーツ・
ブリザードフラワー）

【胆振支部の会員数：11人】

【恵庭支部の会員数：10人】

¥359,145 手記印刷代

9 協力費

E-mail：iburi@michinokukai.info

【謝礼】
1時間 800円

3

10 雑費

Tel：090-4555-3275

Tel：050-3553-8884

¥126,420 会報などの印刷代・配布物の印刷

【会長挨拶】 会長 本間

2 缶バッチ収入

■みちのく会 恵庭支部 支部長 小林 靖

ボランティア評価・事業にかか
わる人件費・缶バッチ製作評価

¥5,088 各保険加入料

E-mail：hakodate@michinokukai.info

〒049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町167-6

¥1,327,666

8 保険料

市民活動プラザ星園 ２階大会議室

1 前年度繰越

■みちのく会 胆振支部 支部長 二瓶 勇樹

摘要

【開会の言葉】 司会：副会長 小祝

Tel：090-2984-3752
【函館支部の会員数：55人】

25年度

2 印刷製本費

7 賃借料

場所：札幌市中央区南８条西２丁目

【空知支部の会員数：35人】

〒061-0374 恵庭市恵み野北3-1-1 恵庭RBパーク S-205

合はなし）

みちのく会は東日本大震災、
福島第一原発事故により北海道へ移り住んだ被災避難

【注意事項】
みちのく会事務局からの連絡は基本的にメールのみ

【期間】
平成27年3月末まで
（予定）
【交通費】市内公共交通機関利用料金実費（実働3時間未満の場

東日本大震災
避難者互助団体

せんが、子どもと一緒にならできそう・・という方、ご相談くださ

■みちのく会 札幌本部 会長 本間 紀伊子
（ほんまきいこ）

みちのく会 胆振支部より

みちのく会通信

平成26年12月26日発行

No.3１

バス旅行開催時の助成

5 イベント会費
6 雑収入
7 事業収益（JCN)
収入計

¥214,540 イベント会費・缶バッチ売上
¥64,075 会長の講演会謝礼・利息
¥640,000
¥6,214,519

■2014年度上半期の活動報告
（熊田）
・みちのくカフェについて
開催にあたり、今年は地区別また出身地別といった、少し違った
茶話会の開催をしてみた。
それにより、事務所の参加だと遠くて来られない方、お父さんの
参加なども増えて繋がりが新たにうまれ、参加してくれる方から
も出身地別がまたやりたいという話があったりしました。

