平成 30 年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金
「ほっとおたよりNEWS」は、東日本大震災により岡山県へ避難されている方にむけて無料配布しています

「ほっと相談」は、被災・避難による不安や悩み、暮らしや健康などの相談窓口です。

一人で悩まず、まずはご相談を。
ほっと相談専用ダイヤル：

0120 ―566 ―311

相談：電話・来所・メールにて対応 時間：火・木・金・第2土／ 10 : 00 ～ 16 : 00
相談員は、避難当事者、支援者のほか、精神保健福祉士、臨床心理士、司法書士がおり、
さまざまな相談・お悩みをお聞きしています。
まずはお気軽にご連絡ください。秘密厳守ですのでご安心ください。
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「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き
9 月の「アートのじかん ねっこぼっこ」で参加者のみなさんとつくった「かおる人形」。アロマのいい香りに癒されました。
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10 月も「ほっと岡山」主催のイベントを数多く開催いたしました。
その一部の模様を、写真とともにご紹介させていただきます。

2018 年
日

毎週水曜日・ほっと岡山（岡山市）
レジリエンス支援プロジェクト・
こどもの居場所 「ほっと TIME」

●西日本豪雨
支援勉強会

今年の 8 月から始まった「ほっと TIME」
。避難者・移住者家庭の学
所」で、のんびりしに来てもらえることを願って作った「心の充電場」
です。
「ほっと TIME」という名称は、子どもたちが案を出しあい、多
数決で決めたものです。
彼らの希望で、8 月には「たこ焼きパーティー」を開催しました。
10 人程が集い、それぞれが得意な作業をして作り上げ、欲しいだけ盛

●…ほっと岡山主催・共催等
●…協力イベント等

月

10/28

校に行かない子どもたちの支援として「家でも学校でもない第三の居場

火・木・金・第２土…相談日・事務所オープン

月

火

10/29

水

30

31

6

相談員…●大和田（精神保健福祉士）
●司法書士（毎月第1金曜）
●臨床心理士

木

金
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17

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●宮岡義人
●服部
土

11/1

●相談員：服部
（午前） ●ほっとTIME
／宮岡
（義）
（午後）

●宮岡篤子

4

5

11

12

13

18

19

20

●相談員：大和田

●アートの時間ねっこぼっこ
●ほっとTIME

●相談員：宮岡
（篤）

22

23

24

25

26

27

28

29

30

12/1

7

8

●学校に行かない
子をもつ親の会

●相談員：大和田

●相談員：宮岡

り付けて食べて、好きな様に過ごしました。まさに「パーティー」その

●ほっとTIME

●ほっとTIME

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田
●ヒラエス
セミナー(大阪市)

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：服部

●かぞく防災講座

ものの楽しい場となり、参加者全員、楽しみました。
通常のほっと TIME は、各自パソコンを持ち込み、好きに話もしな

笠岡市大島の漁港の前に広がる海と青空。笠岡諸島も巡ってみたいものですね。

がら、めいめいの時間を過ごしています。子どもたちに感想を聞くと、
ラスト 1 時間に設けている「談話時間（おやつ）
」と、ボードゲームが

10/6（土）〜10/8（月）・大島（笠岡市）
ユースプロジェクト 2018 in 大島

楽しいとのこと。就学前の子どもたちが来ると、皆で一緒に可愛がって

●岡山市南区
防災講座

いる様子も見受けられます。
ほっと TIME は、こどもの「今」をそのまま受容する場です。大人
がカフェでくつろぐ様に、
子どもたちもお気に入りのグッズ持参で
「ほっ

10 月上旬の連休に「ユースプロジェクト 2018 in 大島」を開催し

●相談員：宮岡
（義） ●ほっとTIME

と」できたり、学校に行かない他の子どもたちと出会う「場」となれば

ました。台風 25 号の影響が心配されましたが、初日の 6 日は夏のよう
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と思います。担当は子どもたちの話を傾聴しながら、希望に応じて個別

な暑さで「これなら大丈夫かな」と思ったのですが、強風のため 7 日朝

●日本子ども虐待防止学会

に支援策を考えさせていただきます。

に予定していた定置網漁見学は残念ながら中止になってしまいました。

参加ご希望の詳細は「催し物のご案内」コーナーをご参照ください。

それでも手配していた魚をみんなでさばいてお刺身にして、さらに火起

お問合せや見学も歓迎です。担当は、11 月 4 日の「学校に行かない子

こしをしてバーベキューも満喫。お腹がいっぱいになると、工作をする

を持つ親の会」にもお伺いいたします。

などして「お泊まり会」を楽しみました。

●相談員：宮岡
（義） 「研修のため、
事務所お休み」
●くるくるお茶会・アロマ

●うてんて食堂

2

3

4

●相談員：大和田

（吉田）

5

●ほっとTIME

6

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●相談員：大和田

「バーベキューが楽しかった」
「魚のさばき方がよくわかった」
「みんな
と遊んだこと（がよかった）
」
「大部屋でみんなとしゃべりながら寝たこ
とが楽しかった」
「大島の方も親切でよかった」……、と、子どもたち
からの感想も上々。準備に奔走したスタッフとして、また参加したいと
いう子どもたちの言葉に活力をもらいました。
今後も同様のプロジェクトは開催していく予定です。皆さまからの
「こ
んなことやりたい！」
もお待ちしています。

ス

（かんくみ）

タ

ッ

フ

か

ら

●ほっと岡山の事務局として働くように

す。私にとって、秋は先取り大掃除シー

秋の美観地区をお散歩がてらぜひお越し

なり 1 年半以上。交流会や研修に会議

ズンでもあります。寒い時は回避です。

ください。

などいろいろな目的でいろいろなところ

( 吉田 )
● 10 ／ 9 東京で開催された「広域避難

に行きました。岡山県内もあっちこっち
子どもたちのコンビネーションも、瀬戸内のタコと吉備の小麦粉のコラ
ボも、ともに最高でした

10/17（土）・ほっと岡山（岡山市）
アートのじかん ねっこぼっこ

行かせてもらいました。これはこれでと

●新米頃の岡山でぴったりのおかず。マ

者支援ミーティング・全国版」へ参加。

ても楽しいのですが、11 月に 100％私

マカリの酢漬け。たぶん調理済みで売っ

北海道から沖縄まで、当事者団体も支援

的な旅行で熊野に行ってきます。原発事

ています。塩をふって少し時間をおいて

者も、宮城県も福島県も復興庁も、研究

故後、一次避難した東京で知り合った友

塩を流してから、甘酢にショウガと一緒

者も司法関係者もメディアも集まった

人たちと現地で待ち合わせして熊野古道

に漬けて一晩くらいで食べ頃です。

ミーティングでした。自然災害でも残念

なで和んでから、ゆる～く始まります。
そのあとは、木の指人形を作ってみたり、画材や季節の素材を使って

ウロコを取って、内蔵も取って、これは 2 枚おろし
……とみんなで分担しながら上手に魚がさばけるよう
になりました！

世界でひとつの作品を作ったり、おしゃべりしたり、笑ったり、お茶飲
2

（宮岡義）

をぶらり。楽しみでしょうがない。

ながら８年は短い（災害救助法で２年縛
りの厳しさ、１年毎の更新は厳しいこと

（かんくみ）
●私は、七宝焼でアクセサリーなどを

もそれぞれの登壇者が指摘）
。阪神淡路

●皆さまはどんな秋をお過ごしでしょう

作っています。
今度、
倉敷美観地区のギャ

大震災以降の経験から学んできたこと

か。私の今年の秋のテーマは学びです。

ラリー十露にて、13 日～ 18 日まで展

を、岡山の災害にもいかしていかねばと

ひとつひとつ知っていくのが楽しいで

示会があります。
私の作品も出品します。

思いました。

毎月第 3 水曜日に開催される「アートのじかん ねっこぼっこ」
。い
つも、自然の音色の小さな楽器やみつろうくれよんを使ってまずはみん

（宮岡篤）

7

（はっとり）

ほっと岡山の「本棚」から
～ お 気 軽 に 本 を 読 み に 来 て く だ さ い ～
ほっと岡山の事務所には、皆様が自由に閲覧できる本棚があります。
避難生活、子育て、防災、そして故郷の話…。
ほっと岡山をご利用いただいている方々に役に立つのでは、と私たちが
セレクトした書籍や資料のほか、福島民報、福島民友の両新聞も閲覧可能です。
ぜひ気軽にお立ち寄りください。
今回は、本棚の中から、編集部おすすめを何冊か抜粋してご紹介いたします。
貸し出しも OK ですので、じっくり読みたい方もぜひ！

りすの四季だより

家族の笑顔を守る暮らしの知恵

著者：あんどうりす

日の鳥
著者：こうの史代
出版社：日本文芸社

出版社：新建新聞社

阪神・淡路大震災の被災体験とアウトドアでの知識を活かした「ア

広島を舞台に原爆と戦争とは何だったかを問い直した『夕凪の

ウトドア防災ガイド」として活躍中のあんどうりすさん。昨年から

街 桜の国』や『この世界の片隅に』などで知られる漫画家、こう

岡山市で開催しているほっと岡山共催イベント「防災講座」でも、

の史代が描く「震災後の東北」
。突然いなくなった「妻」を探して

母親ならではの視点での防災アイデアなどが、わかりやすく実践し

旅に出た雄鶏に託して描かれる、東北各所の風景。そこに添えられ

やすいと、高い人気を得ています。本書でも、荷物を軽く感じさせ

る、妻を思う主人公の言葉。精緻さに温かさのこもる筆致の絵に、

るコツ、古武術を使った救出技、災害時のトイレ問題、温かさを確

ふっと息を抜けるやさしいユーモアが「今を生きる」人たちに、静

保するアウトドア流着こなし術などなど、タイトルだけで「知りた

かに迫ってきます。メッセージ性の高い作品から、コメディータッ

い！」と思わせるお話がたくさん。災害の時に、少しでも落ち着い

チの作品まで、幅広い作風と読者を持つ著者ならではの、何度読み

て適切な対処を取るためのものごとが、丁寧に書かれた 1 冊です。

返しても新たな発見がある、滋味ある視線を感じさせる漫画。現在

ほっと岡山では販売もしています（1500 円＋税）
。

2 巻まで刊行、ほっと岡山には 2 巻のみ在庫です。

3.11と心の災害

福島にみるストレス症候群

著者：蟻塚亮二 須藤康宏
出版社：大月書店

東日本大震災後、相馬市で「メンタルクリニックなごみ」を開設

3.11後の子どもと健康
ー保健室と地域に何ができるか

あそぼう」
。トムテクトとは木の薄い板と部品で遊ぶおもちゃ。大人も
子どもも一緒になって、天然の素材を使っての手しごとを楽しみました。
さいごにゆるゆる呼吸をしてその日の「ねっこぼっこ」は終了です。
その後は、そのまま残ってお弁当を食べたりするのも自由。担当もみん

平成 30 年 7 月豪雨災害により、被害を受けられた皆さまに、心か

なと自由に楽しめるじかんを共有したいなぁと思って楽しんで準備して
います。

らお見舞い申し上げます。10 月毎週木曜日と 9 日 ( 火 )、23 日 ( 火 )

（大谷）

の 11 ～ 15 時、
13 日 ( 土 )13 ～ 16 時に、
衣類を主としたチャリティー
バザーを開催しました。初日には、避難者・移住者の皆さんが 10 人ほ

著者：大谷尚子 白石草 吉田由布子

ど来られ、盛況でした。皆さん宝箱を開ける様に箱を開けて品物を選ん

出版社：岩波書店

でくださいました。お買い物のあと、くるくるお茶会でくつろがれた方
もいらっしゃいました、

「子どもたちを放射線被曝から守りたい」という思いで集った、
三人の著者。
「保健室や養護教諭の実践を研究する大谷尚子、チェ

院の院長に赴任した蟻塚亮二。ふたりが向き合ってきたのは、津波

ルノブイリの子どもの健康問題を調査し続ける吉田由布子、そして

と原発事故で土地、地域、家族や友人といった「すべて」を喪失し、

福島原発事故後の子どもたちをめぐる市民から行政までさまざまな

精神的な外傷体験に見舞われた被災者たちの「心の傷」
。
「土地を追

動きを取材する白石草」
。彼女たちは、国の無責任を前に、子ども

われて生業を失った人々は、国内発の難民である」
「原発事故は『悲

に接する保健室の養護教諭や地域の住民、自治体などによる独自の

し合うための人のつながり』も壊してしまった」という東日本大震

活動を紹介しながら、チェルノブイリや過去の公害事件の教訓に学

災によるストレス・トラウマ反応の実相に著者たちは向かい合い、

びながら、私たち一人ひとりにできることを考えていきます。
「こ

けてきました。その現実の重さが実感されます。

10 月各日・ほっと岡山（岡山市）
平成 30 年７月豪雨被災者支援
チャリティーバザー

んだりしながらの手しごとじかんです。今回のテーマは「トムテクトで

（岩波ブックレット 969）

した須藤康宏、沖縄戦の PTSD に取り組んでいた際に請われて同

「見えない苦しみを可視化」させ乗り越えてもらうための試みを続

みつろうクレヨンを使ったやさしい色合いの絵など一部は交流スペースに展示してあります。素敵な作品をぜひご覧ください

お子さまの好みそうな新品の衣類を見つけて買って帰ったところ、と
ても喜んでくれた、と教えてくださった方もいました。ご利用いただい
た皆さま、どうもありがとうございました。ご寄付いただいた皆様、仕
分けにご協力いただいた皆様にも心から感謝申し上げます。収益金は後
日集計のうえ、
ほっと岡山ホームページに記載させていただきます。
（吉田）

れまでと同じような子どもへの関わり方でいいの？」
。その思いを
元に生まれた実践の数々がしっかり描かれます。

木の薄い板と部品で遊ぶ「トムテクト」。皆で一緒に楽しみました

「チャリティバザーにお越し下さった皆さま、ありがとうございました！」
（かんの＆宮岡義）
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催 し 物 の ご 案 内

…ほっと岡山主催

…他団体主催
定 員：30 名（要申込・参加無料）
託 児：無料（生後 6 か月から就学前まで）

11 月に行われる予定のイベント。その詳細をご紹介します。

※事前予約で先着順

興味のあるものがあったら、ぜひお越しください。ご質問も遠慮なくどうぞ！

主 催：ほっと岡山・岡山市申込み・問合
せ : 岡山市男女共同参画社会推進センター
「さんかく岡山」

毎週水曜日

10/31,
11/7,14, 21,28,
12/5

学校に行かない
子達の居場所
「ほっと TIME」

子ども同士の交流の場です。開催時間中
の来場・帰宅は自由です。のんびりしたい
時に、お気に入りのものを持ってきて過ご
してもらえたらと思います。友達になっ
て話したり、本を読んだり、ボードゲー

場 所：ほっと岡山交流スペース

ん。ウチちょっと、そうかも」の方「うち

参加費：無料

の子も行かなくなりそう」予備軍さん、経

申込み・問合せ：ほっと岡山

験者・見識者の方からのご助言、ママたち

＊お願い＝安全の為、メールでの参加連絡

がお話に夢中になっている時子どもたちを

をお願いします。件名に「ほっと TIME」
、

見守って下さる方、お待ちしております。

本文に「お名前、年齢、連絡のつく電話番号」
を書いてお送りください。見学歓迎です。
( 吉田 )

場 所：東山公園

定期開催

11/4

申 込 み・ 問 合 せ：katsuraharu@gmail.

（日）

com TEL:090-6199-4626( 下山田 )

学校に行かない
子をもつ親の会

所をご案内します。お時間のある方は、おや

「学校行きたくない～」って、朝泣き出

催時間の最初の 2 時間が各自したいこと

す子。休ませると、気持ちがつらくなるお

探しや自習、PC 学習（たまにそのまま

母さん。学校に行けない子。教室に入れな

YouTube へ）などで、残り 1 時間をおや

い子。学校が合わなくて息ができなくなる

つと談話に充てています。いろんな子が居

子。
せめて学校には行って欲しい親も、
ホー

ていい場所です。たまにミニイベントもし

ムスクールを希望する親も。そして、我が

ています。

子のこれからを心配する親も。この会が子
どもたち、その親たち、みんな、それぞれ

お菓子を持ち寄り、プチパーティーをして

の答えを見つける場所になれたらと思って

過ごします。その後は上映会です。

います。学校のこと、
子どもの様子のこと。

※参加ご連絡をいただいた方に、詳しい場
つをご持参ください。のんびりしましょう。
※今後の予定：12 月 23 日 ( 日 ) 安積遊
歩さんを囲む会

みんなで学び、みんなで守る
かぞく防災講座

11/21（水）

ねっこぼっこ

「アートのじかんねっこぼっこ」
。親子でご
参加いただけます。11 月のねっこぼっこ
は「クリスマスリース」
。季節を少し先取
りして、
クリスマスリースを皆で作ります。
楽しい空間でリラックス & リフレッシュ
できる時間を、おとなもこどもたちも一緒
に楽しみましょう。
時 間：10:00 ～ 12:00
場 所：ほっと岡山交流スペース ※駐車
場に限りがございますので近隣のパーキン

−密集市街地の防災対策−

講 師：大谷見矢子さん（Marbles 代表。

＊終了後、交流スペースにて昼ごはんをとる

民のひとりとして、日常生活上のさまざ

かおり×あーと×ごかんで自分の魅力に

こともできます。お茶などご用意しています。

まな困りごとや悩みを、地域のみなさん

防災の目を増やそう！
アウトドア防災のあんどうりすさんの防

ねっこぼっこの大谷講師と一緒に、天然素

たちを遊ばせながらお話しませんか？ 託

緒に学びます。災害時、トイレは流してい

材でリースを作ります。

児は特に設けていません。基本的に小学生

いの ? 液状化ってどうなるの ? ハザー

～中高学生の子どもたちになりますのでそ

ドマップって ? みんなで一緒に学びま

の見守りをして下さる方も大歓迎です。
「う

しょう。また、東日本大震災後、岡山に避

時 間：13：00 ～ 16：00

毎月第３水曜日 アートのじかん

11/17（土）

災講座、11 月は市街地の災害について一

●

E-mail：sankaku@city.okayama.lg.jp

●

親の気持ちを吐き出すことも大切。子ども

【11/21 クリスマスリース制作】

FAX086-803-3344

ほっと岡山交流スペースではじまった

参加費：無料

ムなどをして過ごしています。最近は、開

【10/31 ハロウィーンパーティー】

●
時 間：10:00 ～ 12:00

申 込 み・ 問 合 せ：TEL086-803-3355

難している方の体験談に耳を傾けて、今の
自分ができること、地域ができることを一
緒に考えてみませんか。
講 師：あんどうりすさん（アウトドア流
防災ガイド）

グ等をご利用ください

交流スペースでは、イベントなどの情報をご紹介しています。

内 容：
「クリスマスリース」

とのつながりや支えあいの中で、暮らし

気づくためのお手伝い係として、JAMHA
認定メディカルハーブコーディネーター、
芸術と遊び創造協会認定おもちゃインスト
ラクター、また、KTC おおぞら高等学院
非常勤講師を務める）

毎月第４土曜日

11/24

（土）

うてんて食堂

サポーターも募集！
●

みんなで集まって一緒にお話しながら食事

時 間：11:30 ～ 14:00

＊親子で参加も OK です。

をしませんか？ 住まいやいつもの暮らし

参加費：300 円こども無料

申込み・問合せ：ほっと岡山

の困りごとを抱えていませんか？ 誰にも

場 所：うてんて ( 岡山市北区東古松

＊お名前、
ご連絡先を、
電話、
ファクス、
メー

話せずひとりで悩んでいませんか？ 地

2-2-9)

ルにてお申し込みください。

域で暮らしているすべての方が、地域住

問合せ・主催：NPO 法人おかやま UFE
TEL086-231-0841
※岡山市市民協働推進モデル事

アウトドアの知識を生かし、2003 年よ
り全国で講演活動を展開。わかりやすい防

毎月最終木曜日

災知識と、すぐに実践したくなる日々の暮

ミニ交流会

11/29（木）

らしとつながるアイデアが豊富で、親達の

くるくるお茶会

口コミで全国に広まり毎年の講演回数は
100 回以上を数える。著書に『りすの四

毎回ゆるっとお茶を飲んだでお話しする

季だより』( 新建新聞社 )、連載『アウト

会です。よかったらお昼ごはんをご一緒し

ドア流防災ガイドあんどうりすの『防災・

ましょう。飲み物をご用意しています。至

減災りす便り』

福のアロマのハンドマッサージもありま

(http://xn--pckta0mo87ok06a.com/

す。お好きな時間にお気軽にお立ち寄りく

リスク対策 .com) など。

ださい。

●

●

時 間：13:00 ～ 16:00

時 間：11:00 ～ 15:00

場 所：さんかく岡山会議室 ( 岡山市北区

場 所：ほっと岡山交流スペース

表町 3 丁目 14-1 アークスクエア表町 )

※駐車場に限りがございますので近隣の

対 象：関心のある方、どなたでもご参加

パーキング等をご利用ください。

ください。
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ボランティア

参 加：10 名程度、無料、要申込み

講師プロフィール：阪神大震災被災体験と

P2 でご紹介した
「ユースプロジェクト 2018 in 大島」でのひとコマ。地元の方たちにご協力いただき、
素敵なひとときを過ごしました。

続けられる地域づくりを目指しています。

※相談員の宮岡篤子がご一緒します。

岡山をはじめ各地のさまざまな情報も集められるようにしています。
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