
地域で寄り添い、支えあう

かけがえのない人をなくした子ども
子どもをなくした家族とともに

特定非営利活動法人 ReLink（りんく）について

当法人は、かけがえのない人を亡くされた方を支援する団体として2017年3月に設立いたしました。
かけがえのない人を亡くされた方が、御自身のこころに湧き起こるさまざまな想いや気持ちに向き合
い、少しずつ御自身のこころに折り合いをつけながら、再び亡き人とのつながりを感じること。
法人名(ReLink)は、Re「再び」Link「つながる」との願いを込めて名づけました。
かけがえのない人を亡くされた方が、亡き人とつながり、御自身のこころとつながり、人とつなが
り、地域とつながる。
ReLinkは、このような『つながり』を大切にした活動をしていきたいと思っています。

2019.3 ニュースレター第2号

ＮＰＯ法人設立の御挨拶

理事長 佐藤 利憲

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

ReLinkは、「かけがえのない人を亡くされた方を地域で

寄り添い、支え合う社会を創りたい」との思いから2017年

3月設立し、これまで地域の皆様に支えていただきながら、

仲間とともに活動してまいりました。

この度、2019年2月に法人格を取得し、特定非営利活動

法人ReLinkとして新たにスタートすることとなりました。

今年度は、かけがえのない人亡くされた方への支援プログラム（ReLinkプロ

グラム）のほか、7月にはボランティア養成講座、9月からは新たな事業として

ReLink Seminar 2018、10月には設立1周年記念講演会を開催させていただき

ました。また、当法人のテーマソングである『君が描いた絵』が完成し、 1

月にはCD発売記念ライブも開催させていただきました。

NPO設立、ならびに各活動の実施にあたり、人とのつながり、地域とのつな

がりを改めて実感するとともに、皆様から多大なる御支援・御協力、温かな

御言葉を賜り、心から感謝申し上げます。

2019年度は、ReLinkプログラムをさらに充実させるとともに、プログラム

の普及・啓発活動、さらには、研修・講演会等も積極的に開催したいと考えて

おります。

今後とも御理解と御協力をお願いいたします。

ＲｅＬｉｎｋ Letter



■■■2018年度 活動報告■■■

主な活動内容

かけがえのない人を亡くされた方へ

ReLinkプログラムの開催

家族をなくした子どものプログラム

～自由に遊び、自由に過ごす～

“ みんなのプログラム ”

時 間：13：00～16：00

対 象：家族をなくされた子ども※と保護者

※未就学児～中学生

参加費：100円（お茶菓子代）

概 要：同じ経験をした子どもたちやボランテ

ィアと自由に遊ぶことを中心としたプロ

グラムです。亡くされた方のことを無理

に語らせたり、感情を吐き出させたり、

想い出させたりすることはありません。

偶数月第３日曜日開催

子どもをなくした家族のプログラム

～それぞれの想いや気持ちをわかちあう～

“ ReLink（りんく）の会 ”

時 間：10：00～12：00

対 象：お子さんをなくされた※御家族

※死産や流産も含まれます

参加費：100円（お茶菓子代）

概 要：御自身のこころに丁寧に触れながら、

安心して想いや気持ちをわかちあう場所

です。話したくないことを無理に話してい

ただくことはありません。他の参加者の

お話を聴くだけでも御参加いただけます。

毎月定期開催

支援する人材の育成

• ReLinkプログラムのボランティア養成講座

• ReLinkサポーター養成講座

※ReLinkサポーターとは

当法人主催の講演会や研修会に参加された方で、

日々の生活や仕事、活動等で研修等で学んだ知識や

スキルを活かしたい方

支援に関する普及・啓発

• 医療・福祉・教育・行政関係者等を対象とした

研修・講演会

• 市民の方々を対象とした研修・講演会

• その他、各種研修・講演会

活動目的

わが国では、年間約130万人の方が亡くなられ、御遺族は様々な想いや感情を抱きながら生活しています。

2006年に自殺対策基本法が制定され、全国に自死遺族支援団体が設立されました。現在では、他の死因の 御

遺族への支援も実施され、東日本大震災以降は、家族を亡くした子どもへの支援も全国に拡大しています。し

かし、福島県内では、家族を亡くした子どもや、子どもを亡くした家族への支援はほとんど実施されておらず

、支援を必要としている方に十分な支援が届いておりません。また、良かれと思ってかけた言葉や、周囲の何

気ない言動によって、多くの御遺族が日々の生活のなかで傷つき体験を繰り返しています。

死別は誰もが体験する出来事で、決して特別なことではありません。よって、死別を体験した方への支援は

、地域で充実させていくことが最も大切です。

そこで当法人は、死別体験をした子どもや家族が、自身のこころに丁寧に触れながら、安心して想いや 感

情をありのままに表現できるような場として、支援プログラムを開催し、また、地域で寄り添い、支えあうた

めに、支援者の育成や、地域での支援に関する普及・啓発活動を実施いたします。

支援の普及・啓発人材育成

地域で寄り添い、支えあうために



家族をなくした子どものプログラム（みんなのプログラム）

子どもをなくした家族のプログラム（ReLinkの会）

みんなのプログラムは、2017年12月17日(日)から偶数月の第3日曜
日に開催し、会場は、社会福祉法人ライフ・タイム・福島様の御協力により、
ライフ吉井田の地域交流フロアを使用しています。
今年度は、計6回開催いたしました。参加された御家族は1組で、この

御家族は第1回目から継続的に参加されています。
参加した当初は、母親から離れることができず、泣いたり、スタッフとのか

かわりを拒んだりしていましたが、徐々に場に慣れていき、現在では自らスタ
ッフに「これで遊びたい！」と遊び始めたり、普段の生活や幼稚園での様子を
たくさん話してくれるようになりました。また、プログラムへの参加を毎回楽し
みにしているようで、 いつもお気に入りのおもちゃや宝物を持参して、私た
ちに見せてくれたり、購入したランドセルを背負って見せてくれたりするよう
になりました。
保護者もプログラムへの参加を心待ちにしてくださり、わかちあいでも、

様々な想いや感情を話したり、生活の変化や日々の困りごとなども吐露した
りしながら、プログラムの場が、自身の気持ちを整理したり、折り合いをつけ
たりする場になっています。また、日々の疲れが蓄積しているとのことで、わ
かちあいの後半では、フィットネスのインストラクターでもあるスタッフが スト
レッチや軽運動を行い、日々の疲れを癒す場としても御活用されています。

ReLinkの会は、2018年1月から奇数月の第３日曜日に、会場はみんな
のプログラムと同様にライフ吉井田で開催しています。今年度は、計６回の
開催で、毎回２～３名（すべて女性）が参加されました。
プログラムでは、大切なお子さんを亡くされたときのお話、当時の想いか
ら今の想い、苦しいこと、辛いこと、嫌だと感じたこと、やるせないことなど、
様々な想いを、それぞれのペースでお話されていました。ボランティアスタッ
フとして、助産師が参加することもあります。お話をされながら、自分のお気
持ちを整理したり、自分を客観的に見たり、似た境遇にある他の参加者の
お話を聴きながら新しい見方、考え方のヒントを得たりしていました。
「こんなこと、言っていいんでしょうか？」とおっしゃる方はとても多く、
子どもを亡くされた方が安心して話せる場所が限られているのだということ
を感じます。このプログラムには、最低限のルールがあります。「自分も相手
も大事にすること、相手の話をありのままに聴き、自分の意見を押し付けな
いこと、ここで話されたことは絶対に口外しないこと」。このルールを守ってい
ただければ、どのようなお話でもしていただけます。そして、「こんなこと・・・」
とおっしゃる内容の多くが、他の方も同じように思い悩んでいることというこ
ともしばしばあります。

ReLinkの会では、無料の託児も御利用することが可能です。託児は、当
法人のスタッフ、またはボランティア（看護師などの有資格者もしくは子ども
支援の研修を受けた者）が担当し、お子様を大切にお預かりいたします。託
児は、2019年度も実施いたしますので「子どもを家族に預けて参加するの
は申し訳ない」と思われる方がいましたら、遠慮なく御利用ください。



ボランティア（ReLinkサポーター）養成講座

今年度のボランティア養成講座は、7月28～29日（計10時間の研修）
に開催（会場：ラコパふくしま）し、会社員、大学生、セラピスト、子ども支援
関係者、看護師、シンガーソングライターなど、様々な職種の9名が参加さ
れました。講座では、死別体験した子どもの心理的特徴や、寄り添い・支え
るための基礎知識やスキルのワークのほか、受講者自身が死別や喪失体
験を振り返ったり、自分自身をケアするためのワークも行いました。
受講された皆様からは、「親を亡くした子どものイメージが大きく変わりま

した。」「実際のプログラムに参加してみたい。」「多くの方に講座の内容を
知って欲しい。」などの御感想をいただき、全員がReLinkサポーターに登
録され、みんなのプログラムや、それぞれの支援の場で学んだスキルを実践
されています。

ReLink設立1周年記念講演会

ReLink設立1周年記念講演会を10月6日（土）に開催いた
しました。昨年の講演会はあいにくのお天気でしたが、今年は
天候にも恵まれ、多くの方（約60名）に御参加いただきました。
記念講演では、井手敏郎さん（一般社団法人日本グリーフ

専門士協会 代表理事）から、『大切な人をなくす前に知ってお
きたいグリーフケア』をテーマにお話をしていただきました。
井手さん自身の御経験や日常の喪失を例に挙げながら、誰

もが日々の生活のなかで様々な喪失を繰り返していること、
そのときの想いは一人ひとり異なること、喪失やそのときの想い
を知ることで他者の理解も変わることなど、喪失やグリーフに
ついてとても丁寧にわかりやすく御説明していただきました。
井手さんの御講演を通して、自身のこころに触れ、揺れ動きを
感じ、気づくことの大切さを改めて実感できたように思います。

菅野潤さんよるミニライブでは、当法人のテーマソングである『君が描いた絵』のほかに、カバー曲『見上げてごら
ん夜の星を』『青春の影』を歌っていただきました。菅野さんの美しい歌声が会場全体に響き渡り、とても温かな優し
い空気に包まれたように思います。
団体設立当時や昨年の設立記念講演会のときには想像もできなかった沢山のつながりを感じる講演会となりまし
た。これまでの活動や、今回の講演会の開催にあたり、御協力と御支援をしていただいた皆様、並びに御参加いただ
いた皆様に心から感謝申し上げます。



ReLink Seminar 2018

第１回 死別体験をした子どもに寄り添う
～地域で寄り添い、支えあうために～
講師：佐藤利憲 （当法人理事長）
日時：９月１５日（土）13:30～１６:00 会場：コラッセふくしま

第２回 学校における自殺予防教育の進め方
～大人として子どもの危機にどう向き合うか～
講師：阪中順子氏（加古川市教育委員会教育支援カウンセラー）
日時：１０月20日（土）13:30～16:00 会場：杉妻会館

第３回 こころの健康教育を学校に届ける
～メンタルヘルスリテラシー教育の現状～
講師：内田知宏氏（尚絅学院大学人間心理学科准教授）
日時：11月11日（日）13:30～16:00 会場：郡山商工会議所

第４回 ｢声なき声｣をうけとめられる地域へ
～どうすればSOSに気づき、手を差し伸べられるか～
講師：伊藤次郎氏（NPO法人 OVA代表理事）
日時：12月1日（土）13:30～16:00 会場：郡山商工会議所

今年度、はじめての事業として、ReLink Seminar 2018 “子ども・若者のこころの健康セミナー”を開催いたし
ました。

テーマ “子ども・若者を地域で寄り添い、支えるために、私たちができること”

全4回の開催し、一般の方のほか、医療福祉関係者、教育関係者、行政関係者など、約100名が参加されました。
近年、いじめや不登校、自傷・自殺、貧困、虐待など、子ども・若者に関する様々な問題が社会問題化し、それに伴
い、児童生徒の自殺予防対策が強化され教育現場でも「SOSの出し方に関する教育」が推進されています。各セミ
ナーは、様々な要因で生きづらさを抱えている子どもの心理的特徴や、背景・現状、地域における予防的な介入方法、
ストレス対処行動や援助希求能力を高めていくための支援など、より実践的で具体的な内容で、参加された皆様の
満足度も非常に高く、本セミナーが、福島県内の子ども・若者のこころの健康を維持・向上させるきっかけになったの
ではないかと思います。御参加いただいた皆様、セミナーの開催にあたり、御理解・御協力いただいた皆様に心から
感謝いたします。

受講者の声

• ワークがたくさん盛り込まれていて、とても勉強になりました。
• とても興味深い内容で、楽しく学ぶことができました。
• 新しい情報に触れ、事態の一片を知ることができました。
• 今後の支援のヒントをたくさん得ることができました。
• 実際に行っている活動を知ることができ、とても参考になりました。
• 今の若者の現状についてとてもわかりやすく教えていただきました。
• 今後の支援についての考えの幅が広げられそうです。
• 講演も良かったし、参加者とのワークでさらに理解が深まったと思う。
• 今後の教育活動の明るい兆しが見いだせたように思います。
• あっという間の2時間半で、もっと講師のお話を聞きたかった。
• 来年度もぜひ同じようなセミナーを開催していただきたい。 など



みんなのプログラム案内チラシ配布

チラシ届きました！プロジェクト☆

“みんなのプログラム”を多くの方に知っていただくために『チラシ
届きました！プロジェクト』を開催しました。
このプロジェクトは、お手元に届いたチラシを、御利用されている

SNS（Facebook・Twitter・Instagram・LINE など）に、チラシ
画像にコメントを添えて投稿していただくプロジェクトで、今年度は
多数の御投稿をいただきました。御協力ありがとうございました。

ＴＯＰＩＣＳ

配布市町村
福島市、国見町、桑折町、伊達市、
川俣町、二本松市、本宮市、大玉村
三春町、小野町、田村市、新地町、
相馬市、飯館村、南相馬市、葛尾村、
浪江町（順不同）

有償ボランティア養成講座

NPO法人まごころサービス福島センター「緊急サポートネットワークふくしま」様との共催で、福島市市民活動活性
化支援事業補助金、「フクシマコミュニティづくりプロジェクト」の助成を受けて、１０月に福島市内で開催いたしました。
本講座では、子どもの発達、疾患、事故、遊び、栄養等の子ども支援に必要な総合的な知識やスキルを学び、

12名が全課程を修了し、うち６名が当法人の託児ボランティアとして御登録いただきました。
今後、当法人が開催する「ReLinkの会」等の託児ボランティアとして活動していただく予定です。

家族を亡くした子どもへのプログラム“みんなのプログラム”の案内チラシ
を配布するにあたり、今年度は、福島県教育委員会様、および17市町村の教
育委員会様から御後援をいただき、左記の市町村の教育機関（約２９０校）
の児童・生徒に約７万枚配布させていただきました。
案内チラシは、昨年度分を含めると計12万枚配布しておりますが、現在

まで、チラシから情報を得てプログラムに参加した御家族はあまり多くあり
ません。当法人の活動やプログラムの内容が十分に認知されていないこと
も要因の一つであると思いますが、プログラムの対象となる御家族の状況
を考えると、チラシから情報を得て、必要性を感じたり、すぐに申し込んだり
することは難しいのではないかとも感じています。チラシの配布は、プログラ
ムへの参加を促す目的もありますが、各学校から各家庭にチラシが届く過
程で、多くの方の目に触れ、プログラムの存在を知った上で、各家庭で必要
性や参加の有無を判断していただくことに大きな意味があると考えています。
次年度は、さらに配布地域を拡大いたします。御理解と御協力をお願い

いたします。



『君が描いた絵』CDリリース記念ライブ

1月27日（日）、当法人のテーマソング『君が描いた絵』のCDリリース
記念ライブが開催（会場：グランパークホテルエクセル福島恵比寿）されま
した。主催は、『君が描いた絵』を作詞作曲され、当法人の理事でもある
菅野潤さん。開場と同時に満席になるほど、沢山の方が参加されました。
記念ライブは、君が描いた絵プロジェクトの発起人でもある菅野さんの

呼びかけで御出演いただいた10名のアーティストによるミニライブと、
全アーティストによる『君が描いた絵』が披露されました。
各アーティストによるミニライブは、福島への想いやまなざしが感じられ、

とても温かな気持ちになり、全アーティストによる『君が描いた絵』の演奏で
は、こころがさらに熱くなり、様々なことが思い出され涙が溢れてきました。
昨年の2月に菅野さんが当法人のボランティア養成講座を受講され、

その直後に「子どもたちのために曲を作りたい」とのご相談を受けたときは、
正直半信半疑でしたし、あまり期待もしていませんでした。しかし、約2か月
後にはじめてデモ音源を聴かせていただいたときの衝撃はとても大きなも
ので、同時に菅野さんの想いと覚悟を確信した瞬間でもありました。
アーティストの一人として参加された妹の菅野恵さんもライブのなかで

おっしゃっていたように、この日を迎えるまで大変なご苦労だったと思います。
また、多くのアーティストが「潤さんだからできたこと」「彼の想いに引き寄せ
られた｣とおっしゃっていましたが、私たちも菅野さんだから実現できたことだ
と思っています。本当にありがとうございました。

1月27日は、当法人にとってとても特別な1日となりました。参加された皆様、御出演いただいたアーティストの
皆様、企画・運営に携わっていただいた皆様に心から感謝いたします。

『君が描いた絵』は、かけがえのない人を亡くした子どもの揺れ動く気持ちや、周囲の大人の戸惑いや葛藤、気づ
きがとても丁寧に表現されています。ぜひ、多くの方にこの楽曲を聴いていただき、子どもに寄り添い、支えることにつ
いて、感じていただきたいと思っています。

ＴＯＰＩＣＳ

ReLinkテーマソング

『君が描いた絵』

3月6日から全国店頭販売開始
オンラインショップでも購入可能
１枚（６曲入り）2,160円税込
主なオンラインショップ↓↓

Amazon、TOWER RECORD、
TSUTAYA、銀座山野楽器、
HMV、VANDA RECORD

合唱曲として採用していただける
学校・サークル等を募集中

君が描いた絵プロジェクト

事故や病気、自死などで大切な家族を亡くした子どもたちがいます。

子どもたちは日々の揺れ動く気持ちに折り合いをつけながら生活をしています。

しかし、よかれと思ってかけた言葉で傷ついている子どもたちは少なくありません。

寄り添い方を考えるきっかけを作りたい。

東日本大震災、津波、原発事故の被災地である福島県に縁のあるミュージシャン

が中心となって歌っていくことでそのきっかけを広めていきたい。

菅野 潤

福島市出身シンガーソングライター
「心が反応したことを忘れないよう歌に」をテーマに活動中
第12回「まちなかミュージックコンテスト」グランプリ
浪江町のおやつ「かぼちゃまんじゅう」親善大使
NPO法人ReLink理事・テーマソング担当
君が描いた絵プロジェクトリーダー

楽曲への想い
この曲を通して、寄り添い方を考えるきっかけにしたいと思っています。
福島県に縁のあるミュージシャンが中心となって歌っていくことで、県内だけでなく
県外にもそのきっかけを広めていきたい。

全国初!! かけがえのない人を亡くした子どもへのサポートソング



その他の普及・啓発活動①

みんなの交流フェスタ2018
郡山市主催の交流フェスタに参加し、当法人の広報ブースを設置させていた
だきました。参加された皆様に、当法人の活動について説明させていただき、
他団体様とも情報交換させていただきました。

3.11を未来に繋ぐ会
一般社団法人コミュニケーション
教育協会主催のイベントに参加し、
県内の企業の経営者の皆様に、 団
体説明をさせていただきました。

東松島子どものグリーフサポート
東松島子どものグリーフサポート様
（宮城県東松島市）からの御依頼で、
死別体験をした子どもを支援する
ボランティア養成講座の講師を担当
させていただきました。

NPO法人仙台グリーフケア研究会
NPO法人仙台グリーフケア研究会様（宮城県仙台市）からの御依頼で、連続
講座＆グリーフケアの担い手養成講座での講師を担当し、死別体験をした
子どもへの支援、ならびに当法人の活動を説明させていただきました。

グリーフサポート SaChi
グリーフサポート SaChi様（北海道
札幌市）からの御依頼で、死別体験
をした子どもへの支援に関する講演
会と、ファシリテーター養成講座の講
師を担当させていただきました。



日本災害看護学会
日本精神保健看護学会
各学会のワークショップで、当法人
の活動報告をさせていただきました。

日本グリーフ＆ビリーブメント学会
本学会で当法人の活動報告、君が描いた絵プロジェクトの説明、および案内
チラシを設置させていただきました。

その他の普及・啓発活動②

一般社団法人下町グリーフサポート響和国
一般社団法人下町グリーフサポート響和国様（東京都荒川区）からの御依頼
で、死別体験をした子どもの支援に関するパネルディスカッションの座長を担
当させていただきました。

日本福祉大学・東海市
日本福祉大学、および東海市様
（愛知県）からの御依頼で、死別体
験をした子どもの支援に関する研修
会の講師を担当し、子どもの心理的
特徴、支援の現状と課題、支援方法
について説明させていただきました。

大崎市学校保健会
大崎市学校保健会（宮城県大崎市）様からの御依頼で、死別体験をした
子どもの支援に関する講演会の講師を担当し、子どもの心理的特徴、支援の
現状と課題、支援方法、プログラムの実際について説明させていただきました。



メディア出演・掲載①

10月2日 FM-POCO
大場秀樹の一隅を照らす
法人説明、および活動報告

12月4日 エフエム仙台
繋ごう明日へ

法人説明、および活動報告

10月20日 毎日新聞

10月7日 福島民友

10月2日 福島民友

1月28日 朝日新聞

10月21日 公明新聞

1月28日 毎日新聞 1月30日 福島民友1月29日 福島民報



メディア出演・掲載②

3月11日 福島民報福島県社会福祉協議会情報誌 12月号

支援型自動販売機設置のお願い

この度、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社（以下、コカ・コーラ）様の御支援により、当法人オリジナルの

支援型自動販売機を御提供いただけることとなりました。

この支援型自動販売機は、コカ・コーラ様から設置先様に支払われる販売手数料の一部が、支援団体に支援金

として寄付されるものです。設置先様には、販売手数料の減額（按分率は変更可能）という大きな御負担をおかけい

たしますが、当法人の活動に御賛同いただき、支援型自動販売機の設置を御検討いただければ幸いです。

設置先は、個人・企業等を問わず、設置エリアも、コカ・コーラ様の営業エリアがあれば全国どの地域でも設置可

能です。設置場所も特に指定はなく、企業様の場合には社員専用スペースへの設置も可能です。また、すでに設置

されている自動販売機を支援型自動販売機に変更することも可能です。設置費用は、新設・変更ともにコカ・コーラ

様がすべて負担いたします。すでに設置されている場合、自動販売機の管理や電気代等のランニングコストに大き

な変更はございません。また、旧型の自動販売機からの御変更の場合、新型は最新のヒートポンプ式の自動販売機の

ため、電気代が節約されることもあります（目安 旧型機：月4,000〜7,000円→新型機：月2,000〜3,000円程度）。

商品の入れ替え、空き缶・ペットボトルの回収、売上金の管理等もコカ・コーラの担当者様がすべて行います。

支援型自動販売機を設置していただける場合には、下記まで

御連絡ください。また、御不明な点や御質問等も受け賜っておりま

す。御連絡をいただいた後、当法人からコカ・コーラの担当者様に

御報告させていただきます。設置や支援の流れ等を含め詳細につ

きましては、後日コカ・コーラの担当者様が設置先様に御説明さ

せていただきます。

何卒御検討くださいますようお願い申し上げます。

＜連絡先＞ NPO法人 ReLink 支援型自動販売機担当：佐藤

Tel：090-4663-6129 E-mail：sato-lab@fmu.ac.jp

当法人オリジナルの支援型自動販売機
デザインサンプル



賛助会員・寄付の御願い

当法人は、非営利団体として、かけがえのない人を

亡くされた子どもと家族への支援活動を継続的に行っ

ていきたいと考えております。このため当法人を御支

援・御協力いただける個人・法人・企業等を募集して

おります。いただいた会費・御寄付は、すべて当法人

の支援活動に使わせていただき、ホームページにて

御報告させていただきます。皆様からの温かな御支援

・御協力をお願いいたします。

• 入会（賛助会員）について

会費：個人 1口 3,000円（1口以上）

法人 1口 10,000円（1口以上）

会員期間：入会時から翌3月まで（年度更新）

※会員特典として、当法人主催の講演会・研修会

の参加費を3,000円割引させていただきます。

また、本会報、および当法人の記念品を発送

させていただきます。

• 寄付について

個人寄付・団体寄付ともに金額設定はございません。

以下の口座へのお振込をお願いいたします。

※御寄付をしていただいた方には、本会報、および

当法人の記念品を発送させていただきます。

会員費・御寄付専用口座

【ゆうちょ銀行からのお振込】

口座記号番号 ： 02200-3-143673

口座名（漢字） ： 特定非営利活動法人 ReLink

（カナ） ： トクヒ）リンク

【ゆうちょ以外の銀行からのお振込】

ゆうちょ銀行 店名 ：二二九（ニニキユウ）店

預金種目 ：当座 口座番号 ： 0143673

■■■2019年度 活動予定■■■

ReLinkプログラム

家族をなくした子どものプログラム

“ みんなのプログラム ”
開催日：4/21・6/16・8/18・10/20・12/15・2/16

時 間：13：00～16：00

会 場：ライフ吉井田

子どもをなくした家族のプログラム

“ ReLink(りんく)の会 ”
開催日：5/19・7/27・8/20※・9/14・10/15※・11/9・

12/11※・1/11・2/18※・3/14

時 間：10：00～12：00

会 場：ライフ吉井田

人材育成、支援の普及・啓発

第3回 ボランティア養成講座
開催日：5/11（土）～12（日）2日間の講座

時 間：10：00～16：00（両日とも）

会 場：ラコパふくしま 5階 会議室

参加費：一般 5,000円、学生 2,000円

対 象：かけがえのない人を亡くした子どもと家族への

支援に関心のある方

ReLink Seminar 2019
第1回 ： 地域とともにつくるこどもの居場所

8/31 講師：門間 尚子 氏（せんだいこども食堂 代表）

第2回 ： 子どもの貧困・教育格差解消のための支援

9/28 講師：今井 悠介 氏（公益社団法人 CFC 代表理事）

第3回 ： SOSを出せない子ども・若者たち

11/23 講師：伊藤 次郎 氏（NPO法人 OVA 代表理事）

第4回 ： これからの子どもへのかかわり方

1/25 講師：佐藤 利憲 （当法人 理事長）

時 間 ： 13：30～16：30（全4回とも）

会 場 ： ラコパふくしま 5階会議室

参加費： 一般 3,000円（賛助会員無料） 学生 無料

対 象 ： どなたでも参加可能

法人設立記念講演会

日 時：10/19（土）13：30～16：30 

会 場：グランパークホテルエクセル福島恵比寿

講 演：子どもを亡くした家族への支援について（仮）

宮崎 恵美 （当法人副代表）

ライブ：君が描いた絵スペシャルライブ

菅野潤氏・越尾さくら氏（出演予定）

その他：団体説明・活動報告等

各活動予定は、今後変更になる可能性があります。
詳細はホームページ、またはFacebook、各チラシをご確認いただくか、

下記の連絡先まで御問合せください。

注）開催日や会場は変更になる場合があります。

※第4回のボランティア養成講座は2020年2月頃を予定しています。

注）開催日や会場は変更になる場合があります。

〈 編集・発行 〉ＮＰＯ法人 ＲｅＬｉｎｋ

〒960-8105 福島市仲間町3-31-605

ReLink事務局 担当：宮崎

Tel：050-3550-1840 Mail：relink.ｆ@gmail.com 

ホームページ http//relinkf.com

Facebook www.facebook.com/relinkf/

～編集後記～
今年度は、ReLink Seminarや、CDリリース記念ライブなど

新たな活動を開催いたしました。また、2月には法人化し、
当法人にとって重要な年度となりました。
皆様からの 沢山の御支援に心から感謝申し上げます。
2019年度もよろしくお願いいたします。（佐藤利憲）

本ニュースレターは三菱電機SOCIO ROOTS基金
にて発行しております。

※印は、託児ありのプログラムです。


