（１）第 10 号

発行日：2013（平成 25）年 10 月 1 日（火）

【発 行 者】
松戸・東北交流プロジェクト（代表：古宮保子）
〒271-0092 松戸市松戸 1834- 5 小川ビル 2 階
TEL: 047-710-5519
FAX: 047-710-5546
E- mail:fnm2011@r4.dion.ne.jp

9 月 27 日（土）に松戸市に避難されている皆さんをお誘いして、「みんなでランチ・楽しくク
ルーズ スカイツリーを望むバスツアー」を行い、広域避難者 15 名とボランティア 8 名が参加し
ました。9 時に松戸市内をマイクロバスで出発。浅草寺（台東区）本堂や仲見世通りを散
策、お昼はアサヒビール本社（墨田区）22 階にあるレストラン「ラ・ラナリータ」で本格イタリアン
を堪能。窓からはスカイツリーが手の届く近さに見えました。また、天候にも恵まれて、遠くの
筑波山まで素晴らしい景色が望めました。
その後、水上バスに乗船して都会のオアシス・浜離宮（中央区）へ移動。園内を散策しま
した。おだやかな秋の一日を楽しく過ごし、帰路に着きました。参加された避難者からは、
「簡単に東京に行けるとは思わなかった」「毎月バス旅行したいです」などの感想をいただきま
した。（事務局：細嶋）
ツアー参加者の皆さんとスカイツリー

イタリアン料理レストラン「ラ・ラナリータ」
窓からスカイツリーが目の前に見えました。

囲碁教室スタート 市民講師 今田靖雄さん
頂いた碁盤セットが使われずにおかれていることに心を痛めて
いました。9 月 17 日、碁盤セットを頂いた今田さんに講師をお願
いし、囲碁教室開催が実現しました。
男性の参加は、サロンにとってうれしいものがあります。次回の参
加もよろしくお願い致します。
初めて囲碁に挑戦された方は、「詰め」と
か「間の取り方」が将棋とは違う味わいが
あると話されていました。
講師の今田さんからは、今後も地道に続
けて行きたいとうれしいお言葉を頂きまし
た。有難うございました。（古宮記）

10 月は 10 日（木）13 時半から開催！
ご参加お待ちしてます。
■松戸・東北交流プロジェクトでは、千葉県に避難して
いる皆さんと交流・支援をする活動を行っています。
■この活動を応援していただくサポーターを募集します。
年会費は・・・（個人）1 口 1000 円
（企業・団体）1 口 5000 円
※交流サロン黄色いハンカチで随時受け付けています。

水上バス客
室。デッキに
上がれます。

11/16
（土）

浜離宮庭園を散策する皆さん。

県内避難者大交流会
「縁ＪＯＹ・東北～in マザー牧場」

NPO 法人ちば市民活動・市民事業サポートク
ラブが主催する大交流会を 11 月 16 日（土）に開催します。大交
流会実行委員会のメンバーでもある松戸・東北交流プロジェクト
では、松戸から大型観光バスを運行します。
現在、実行委員会で楽しい企画
を検討しています。皆様、ご都合
をつけてご参加して下さい。（参
加費 1000 円予定）

＜当日スケジュール＞（予定）
8：00 松戸駅出発（大型観光バス）
11：00 マザー牧場到着（千葉県富津市）
お昼までは被災元でまとまり情報交換をします。
12：00 昼食（ジンギスカン料理）
13：00 園内 自由行動 or 専門家による相談会
16：00 マザー牧場出発
19：00 松戸駅到着
※詳細＆募集案内は次号の黄色いハンカチニュースに
掲載します。お楽しみに！！
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マークの日が
開設日です。（10 時～16 時）

ブログ「松戸のサロン黄色ハンカチ」始めました！
①10 月 8 日（火） 時間 随時
温もりの編み物 手袋
講師：戸丸栄子さん

②10 月 10 日（木）13 時 30 分～
初めての囲碁教室
一から教えます
市民ボランティア講師 今田靖雄さん

③10 月 15 日（火） 時間 13 時 30 分～
効果あり！おしゃれ UP のアクセサリー

当サロンを利用される避難者と市民の方々が自ら作り発信する
ブログを立ち上げました。ブログではイベントの様子や作品が紹介
されています。是非、ご覧ください。
ブログ「松戸のサロン黄色ハンカチ」

http://kiiroihankati.jimdo.com/

アクセス
マップ

講師： NPO 四季彩倶楽部 山川やえ子さん

④10 月 17 日（木） 時間 随時
プチ相談デー
就職・税金・介護・原発補償・どんなことでも～
相談員：古宮保子

⑤10 月 22 日（火）随時参加 OK
ミュージック＆アロマ
音楽とアロマで身体をリフレッシュ♪
前田さん・笹子さんプロジェクト

⑥10 月 24 日（木） 14 時～16 時
ヨガを体験しよう
当サロン３階の松戸ｲﾙﾁﾌﾞﾚｲﾝﾖｶﾞさんでヨガレッスンを行
います。タオルと運動できる服装準備を持って来てネ
トレーナー 矢島やよいさん（※要予約・定員 7 名）

⑦10 月 29 日（火）～11 月３日（日）
10 時～16 時

秋の作品展
場所：文化ホール４階（サロンの目前・伊勢丹隣）
どうぞ見に来てください。手芸作品を出展しています。
※29 日は 13 時から、3 日は午前までです。
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