泉玉露応急仮設住宅内のイベント等のお知らせで
す。すべて「第二集会所」での開催となります。

かせるぞう販売ともなかなかの盛

紙体験、エコクラフト・さくらさ

紹

介 コ ー ナ ー
このコーナーでは︑富岡
町から避難していわき市
内に新たにオープンした
お店などを紹介します︒

店
お

況でした。

「原発被災者の会・富岡」

時、第二集会所はイベ

また右記日程以外にも、いわき

市平の下記２会場では随時行なっ

ております。

・明治安田生命いわきビル１Ｆ（い

わき市平字大町７ ２）
時
（休日なし）

受付時間／９時〜

・いわき第一日本興亜ビル２Ｆ（い

わき市平字十五丁目 ６-）
時（土曜・日

受付時間／９時〜

駐車場抽選会実施

曜・祝日休み）

お知らせ

長らく懸案となっておりました

かなか追いつかない状況です。

日時／６月９日㈯

イベントを計画しております。

※６月も開催予定
（日程未定）

連 絡 員 詰 所 の ご 案 内

自治会総会が開催されました
また、自治会スローガンを策定

について承認を頂きました。

年度自治会総会が開催され
しました（写真上）
。総会次第・議

４月８日㈰に第二集会所にて、

平成
月に設立総会を実

ました。昨年

ましては、すでに一般の新聞等で

「原発被災者の会・ 富岡」 につき

への署名協力のお願い

したが、もしご覧になられていな

事録を各戸配布させていただきま
い方がいらっしゃいましたら、第

施して以降、初の定例総会開催と

会役員は設立総会時の申し合せに
も取り上げられ、精力的に活動を
されているようです。このたび署

の９時〜

駐車場２台目の抽選会について、

特に単身勤労世帯の方につきま

大変ご面倒をおかけいたしました。 れば使用可能です。もちろん無料

左記日程で実施いたします。

名行動を行なうということで、代

利用ください。

ですので、どなたでもお気軽にご

ント等でカギが空いている時であ

自治会に協力依頼がありました。

ただし分別がしっかりされている

しては、カギをかけることにより

その他ご協力いただきました皆様

ことが前提となりますので、今後

時〜

号登録」をご提出いただいている

参加するにあたっては「車両番

分希望者抽選

画駐車希望者抽選・２台目以降配

実施内容／・Ｃ棟Ｄ棟周囲の新区

場所／第一集会所

日時／６月２日㈯

掲示板にも掲示してます）

の状況により、対応等を再検討す

抜き打ち立合いを不定期に実施す

ださい。今後は自治会役員による

署名用紙設置場所／第一集会所連

日時点で富岡町在住の方）

年

ることも有り得ますのでご注意く

署 名 内 容 ／「 趣 意 書 」（ 仮 設 住 宅 内

植田商店街歩行者天国 へ
出店しました

３月

署名の対象／富岡町民（平成

絡員詰所

ありがとうございました。

バスなどをご提供いただきました。 表の村井さんから泉玉露仮設住宅

ますので、お持ち帰りください。

一集会所内に予備を設置しており

なりました。自治会長以下、自治

より留任となり、昨年度決算・今

年度予算をはじめ、８項目の議題

お花見会
が
行なわれました

４月 日㈰に小名浜臨海工業団
地内・大畑公園にて自治会主催の
お花見会を開催しました。住民か
数名の方、またボランティア

しっかり守ってくださいますよう

署名に記載する項目／氏名・年齢・ る予定です。引き続き分別方法を
被災前住所（後日アンケートをさ

せていただく場合もありますので、 お願いします。

こ と が 前 提 と な り ま す 。「 車 両 番

文書を配布致します。当日の参加

一方、ごく一部の方による「仮

が困難な方につきましては、知人

支障のない方には、現住所・電話

ようなタオル掛け。阪神淡路大震

「さくらさかせるぞう」 は写真の

号登録」に基づいて、個別に案内
にゴミを投げ捨てる」という、大

設住宅敷地のフェンスの向こう側

５月５日㈷に行なわれた植田商

変嘆かわしい事件が発生しており

もお願いします）

気に恵まれ、咲き誇る桜の

※その場でご記入いただいても、用紙をお

締め切り／５月末日

もしくは連絡員へ委任いただくこ

店街の歩行者天国に泉玉露仮設住

災の神戸で発祥した「まけないぞ

宅住民有志で
「富岡町交流カフェ」

ます。当たり前のことだとは思い

ご確認くださいますようお願いし

ととなります。詳細は案内文書を

ます。

う」が、新潟中越地震の山古志村

う」として伝わり、泉玉露応急仮

から郡山の避難所に「がんばるぞ

自治会共用ＰＣ

内容の詳細はこれから決定いた

ご案内

へ、再度徹底をお願いします。

下でとても楽しいお花見が

のではございませんが、各自内容をご確
認の上、ぜひご協力をお願い致します。

ますが、ゴミは分別してゴミ置場

で き ま し た 。「 ク ラ ッ プ ス

ルたんぽぽによる「絵手紙」をテ

として再デビューしました。頒布

お子様向けイベント

価格１個５００円で販売しており

お知らせ

第一集会所内和室に、自治会共

しますが、左記日程でお子様向け

設住宅で「さくらさかせるぞう」
用のＰＣとカラープリンターを設

ます。受注生産ですが、生産がな

について
先日の自治会総会にて、ゴミ置

置してます。利用可能時間は連絡

ゴミ捨て
◎

持ち帰りいただいて後日ご提出いただい
てもかまいません。
※お子様も含め、ご家族のご署名も出来る
限りお願いします。もちろん強制的なも

を出店しました。

ント内に展示し、併せて絵手紙の

普段は第一集会所にある「桜の

（小名浜玉川町在住）
」によ

体験会も行なわれました。そして

タペストリー」と、絵手紙サーク

るひょっとこ踊りが、さら

各製作グループによる「エコクラ

ー デ ィ ン グ と 、「 三 春 ひ ょ

に花を添えてくださいまし

っとこ一門の遠藤照子さん

た。また「ヨークベニマル

時とする

「さくらさかせるぞう」 製作グル

場の開放時間を７時〜

ます。ご利用の際は連絡員詰所に

いわき泉店」
さん、「観陽亭」 フトかご」と「さくらさかせるぞ

旨お知らせいたしましたが、いわ

時〜

き市のゴミ回収に支障が出るなど

場所／第一集会所

時となり

う」の販売を行い、ジュース等の

対象／お子様、及びその保護者

員詰所稼働日の９時〜
飲み物を無料で提供しました。天

しております（製作費をお支払し

帯にご案内を配布いたしますので、

詳細が決まりましたら、対象世

記入してからお願いします。自治

製作者申込希望の方は、第一集

ています）。
能です。またプリンター使用につ

会加入者及び同居家族の利用が可

左記の日程で東京電力社員が来

お知らせ 東京電力賠償説明会

ご参加お待ちしています！

いては１枚 円（写真プリントは 会所内連絡員詰所（☎０５０ ３-３ よろしくお願いいたします。
１枚 円〜１００円）となります。 １５ ０-５１３）へご連絡ください。
製作グループにお繋ぎ致します。
詳しくは各掲示板の「自治会共

用ＰＣ・プリンター利用規約」を

マッサージチェア

ご覧ください。
ご案内

訪し個別相談の対応を行ないます。

日時／５月 日㈭・ 日㈯・ 日㈭

当仮設住宅には、支援物資のマ
ッサージチェアが第一集会所・第

時

場所／第二集会所小部屋・和室

９ 時〜

発行再開にあたり

ら
の方々を含めると１２０名超の方
にご参加いただきました。
前日はあいにくの雨模様で、ま
た開花状況も咲き始め程度でした

17

18

17

10

小名浜」さんによるチアリ

が、当日はとても良いお天

23
※上記の変更や上記以外のイベントの追加が発生する場合があります。
仮設住宅集会所のイベント予定表を毎週月曜日に更新して仮設住宅
内掲示板に掲示しますので、併せてご覧ください。
※イベントによっては混雑・順番待ちが発生する場合もございます。

役員一同

製作者募集中!

31

森川長二

泉玉露応急仮設住宅自治会長

12

日時／6月17日㈰ 13:00〜15:30 内容／体に優しい
（ボキボキしない・痛くない）整体です。主催／大
震災義援 ウシトラ旅団（内藤先生）

さん、「聖テモテボランティ

◎臨時整骨院

自治会長 森川長二

「観陽亭」㈱フタバ・ライフサポート

二集会所に各１台設置されており

26

自治会発足から約５カ月、平成24年度総会が終了し、事業計画記載のとおり、

11

日時／6月16日㈯ 10:00〜12:00 内容／ストレスの軽
減・改善、メンタルヘルスの向上のための具体的な
援助法である「リラックス動作法」の体験。主催／
いわきストレスマネジメント研究会（かしま病院・
鈴木看護師）

アセンター」さん、
「ウシト

◎リラックス動作法

ープでは、ただいま製作者を募集

日時／5月30日㈬ 6月13日㈬ 27日㈬ 13:30〜15:00（6
月以降、毎週第2・第4水曜日を予定）内容／健康な
体づくりとコミュニケーション。主催／グローバル
ミッションセンター（蛭田先生）

て、氏名・部屋番号・開始時間を

◎太極拳

の理由により、常時開放すること

日時／5月26日㈯ 14:00〜16:00 内容／がんばらな
いで出来る、体にやさしい体操です。タオルorバス
タオルを１枚ご持参ください。主催／いわきストレ
スマネジメント研究会（かしま病院・鈴木看護師）

気もよく、歩行者天国はたくさん

◎ゆる体操

ラ旅団」さんに協賛いただ

日時／5月25日㈮ 6月6日㈬ 20日㈬ 13:00〜16:00
内容／紙素材のエコロジーなかごをみんなで楽しく
作りましょう。主催／西原さん（D5-5）

と変更いたします。

◎エコクラフト講習

の方がいらっしゃっており、絵手
日時／5月23日㈬ 11:00〜15:00 内容／アロマオイ
ルを使用したハンドトリートメントや体・顔などの
ケア。主催／西山さん（C5-6）（元気を送るアロマ
隊「手当ての輪」の方々）

き、飲み物・お菓子や送迎

◎アロマハンドトリートメント

第一集会所内の連絡員詰所には、連絡員４名が交代制で毎日常駐しています。
・稼働時間／8:30〜17:15（土日も稼動しています）・☎050-3315-0513
お気軽にご利用ください。

自治会加入 さまざまなイベントなどを引き続き計画・実行してまいります。
の
●自治会費は500円／年となります。●お申し込みは自治会事務局（第一集会所内）まで
お願い
住民の皆様にご参加を頂いてこその自治会です。よろしくお願いいたします。

さくらさかせる
ぞう

12

24
15

日時／5月21日㈪ 14:00〜16:00 内容／就職相談。
主催／平公共職業安定所磐城出張所

17

編集発行／富岡仮設通信編集委員会

日時／毎週木曜10:00〜12:00（6月も当面この予定で
す）内容／老若男女問わず、楽しく健康増進しまし
ょう。講師／西原さん（D5-5）

17

24

vol.７

日時／毎週月・金曜 9:30〜12:00（6月も当面この予
定です）内容／仮設入居開始当初から定番のカフェ
です。皆さんのコミュニケーションに役立ててくだ
さい。主催／小名浜聖テモテボランティアセンター

富岡町では旅館・レストランだった観陽亭が、
昨年の９月に仕出弁当店に生まれ変わりました。
日替わり弁当メニューは多彩なバリエーショ
ン、かつボリュームも大満足！しかも一食税込
400円ととってもリーズナブル！日替わり弁当
のご注文は、当日の朝９時までに電話かFAX
でお願いします。
また日替わり弁当とは別に、週替わりメニュ
ー（400円）や幕の内弁当（500円）、各種オード
ブル・折詰料理（ご予算に応じます）なども承
ります。
ちなみに富岡では支配人だった遠藤義之さん
は新天地では専務として、相変わらずがんばっ
てます。配達はいわき市内にとどまらず、双葉
郡内にも行なっています。
もちろん泉玉露応急仮設住宅にもOKです！
お気軽にご注文ください。
住所／いわき市平沼ノ内字代ノ下90
☎0246-39-3383 FAX 0246-39-3387

16

泉 玉 露 版

◎ほっこりカフェ

80
◎ハローワーク就職相談

13

１月を最後に、
長らく休刊をしておりました
「富
岡仮設通信」ですが、このたび再開の運びとなり
ました。
「ウシトラ旅団」さんの協力を新たに頂
くことにより再開にこぎつけることができました。
また、引き続き「聖テモテボランティアセンター」
さんにご協力を頂き、当仮設住宅の話題を皆様に
わかりやすくご提供できればと考えております。
なお、以前は月２回発行でしたが、今後は月１
回毎月21日の発行を予定しております。改めま
して、今後ともよろしくお願い致します。

10

ます。第一集会所は連絡員出勤日

富岡仮設通信

30

富岡仮設通信
イ ベ ン ト
の

今 後

エリアコミュニティ新聞
平成24年５月21日

◎いきいき体操

