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12

月

年末のごあいさつ

早いもので、除夜の鐘の音まで残すところとなりました。
今年も一年を通じて、ほっと岡山の取り組みにご協力いただき、また何かとお心に
かけてくださいましたこと、まことにありがとうございました。
この夏は「災害が少ない」といわれてきた岡山県でも、
大きな被害に見舞われました。
避難・移住されたみなさまにおかれましても、被害にあわれた方、また何らかの影響を
受けられた方もいらっしゃったと知り、重なる被災の影響に心を寄せておりました。
被災された方ご自身と暮らしに平穏が訪れますよう、お祈りしております。
師走という季節柄、お体を崩されませんよう、お大事にお過ごしください。また、
来年みなさまの元気なお顔を拝見したいと思っております。是非お近くに来た際は
お寄りください。
みなさまにとって、ご多幸多い年になりますよう心よりお祈り申し上げます。
ほっと岡山代表理事 はっとりいくよ
蜜ろうでつくる世界でひとつだけの香りとデザインのお部屋飾り、アロマワックスバー。

今月の内容
●ほっと岡山レポート
●相談員プロフィール（前編）
●催し物のご案内
●イベントカレンダー
●スタッフから

ほ っ と 岡 山 レ ポ ー ト
10 月から 11 月にかけて開催された「ほっと岡山」主催のイベント。
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。

・
（東京都）
10/9（火）
広域避難者支援ミーティング・全国

10 月 9 日、東京の全国社会福祉協議会にて、全国で広域避難者
支援に関わるさまざまな方たちが一堂に会する機会があり、岡山か

11/9（金）〜11/10（土）・（大阪市）
タケダ・赤い羽根
広域避難者支援プログラム 2018
第 2 回合同研修

ら参加しました。東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）が
2012 年から主催として開催しています。
北は北海道から南は沖縄まで、当事者も当事者団体も支援者も、
宮城県も福島県も復興庁も、研究者も司法関係者もメディアも集
まった全国ミーティングでした。
東日本大震災とひとくくりにいっても、未曾有の、そして、この
国で経験のなかった「原子力災害」も引き起こされ、福島に集約さ
れて語られていますが、県境で放射性物質も放射線も途切れること
はなく、全国各地に避難者や避難経験者、原発事故をきっかけに移
住をした人たちは現在も存在しています。その存在の見えにくさ、
当事者の語りにくさについて、多角的な視点から考察されました。
「沖縄じゃんがら会」の取り組みについては、会が大切にしてい
ることとして、
「つながりをつくること」
「言いにくさがあるなかで、
想いを語らう場があること」が、避難当事者で支援に携わる桜井さ
んより語られました。来春３月に応急仮設住宅の補助が終了するこ
とで、経済困窮者がさらに増えることが予想されること、また沖縄
では震災関連死も発生し、孤立対策が緊急の課題であり、地域の協
力が欠かせないことが指摘されました。現在じゃんがら会では、社
会福祉協議会と「避難者支援情報カード」を共有し、地域での見守
り体制をつくる「地域福祉ネットワーク」を構築しています。
「避
難者のなかには、未だに自己肯定感を抱けずにいる人も少なくない。
私たちの活動が、一人ひとりが尊厳を持ち、地に足をついて人生を
歩むことにつながる伴走支援となればと思っています」と桜井さん。
長期となる支援で参考になりました。今年の広域避難者ミーティン
グも、俯瞰して原発事故の問題を考える大切な機会となりました。
（はっとり）
＊登壇者：桜井野亜氏（福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会）
、
森松明希子氏（東日本大震災避難者の会 Thanks & Dream）
、松

今回は大阪で宿泊型の合同研修が行われ、ほっと岡山からは、服
部と吉田が参加しました。当該支援プログラムとしては最後の研修
ということもあり、中越防災安全推進機構統括本部長の稲垣文彦氏、
中央共同募金会、日本 NPO センター、東日本大震災支援全国ネッ
トワークに加え、避難者支援に取り組む 13 団体が集いました。
初日は、各団体の中間報告とグループ討論でした。中間報告では、
東日本大震災から 7 年が経過するなかで、各団体が事業を評価した
もののプレゼンテーションを行いました。活動を拡大するか縮小す
るか、事業への理解・周知の難しさ、人材不足、予算、継続してゆ
くための仕組みづくりの難しさ、などといった共通の課題を討論し
ました。
２日目は、今後の事業展開についてをテーマに話し合いを行いま
した。タケダ・赤い羽根による広域避難者支援プログラムは、今年
度で終了します。それを受け、各団体が当該プログラムの予算を充
てている事業の継続手段を模索しました。前日のグループ討論で出
た内容を集約し、最も話したいテーマのテーブルごとにわかれての
話し合いもしました。
各テーブルでの内容を全体で共有した後は団体別のワークを行い
ました。ほっと岡山は「子どもの居場所の 2 年目」をテーマに、継
続性が必要な事業であることをふまえつつ、来年度の方針を話し合
い発表しました。
皆様の発言のひとつひとつが非常に勉強になった 2 日間の研修で
した。支援団体は、それぞれがストーリーを持ち、想いを抱え、地
域性豊かに活動しています。私も支援活動を継続していくために尽
力しようという思いを新たにしました。
今後も皆さまのお気持ちやご要望を確かめながら、私たちの活動
のあり方を模索し、進めていこうと考えています。どうぞよろしく
お願いいたします。

（吉田）

崎真希子氏（ふれあいフェスティバル実行委員／板橋コスモス会）
、
吉田千亜氏（ジャーナリスト・
『ルポ 母子避難』著者）
、瀬戸大作
氏（避難の協同センター）
、清水奈名子氏（宇都宮大学国際学部准
教授）

全国各地で避難者支援を行って 初日に行った「ほっと岡山」の
いる団体が集まり、議論を重ね 活動に関するプレゼンテーショ
ました。
ン風景。
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・ほっと岡山（岡山市）
10/31（水）
ほっと TIME
ハロウィーンパーティー

ちょうどハロウィーン当日の 31 日にほっと TIME でもハロ
ウィーンパーティーを開催することになりました。お祭りの日は、
普段とは違う雰囲気になるもの。その影響でしょうか、初めて来て
くれた子は道に迷いかけ、
いつも来てくれる子は到着が大幅に遅れ、
近所の子はたまたま学校が早く終わって参加できたりと、イレギュ
ラー続きの集いになりました。スノーボールを手作りして持ってき
てくれた子も居て、皆で美味しく楽しくいただきました。
前回の企画もの「たこ焼きパーティー」はてんやわんやでしたが、
今回はいつにも増して
「まったりのんびり」
。
このゆるい感じが、
ほっ
とTIMEの持ち味かもしれません。
持ち寄ったお菓子を食べながら、
お話したりゲームをしたり。絵を描いていた子も。皆で見た DVD
は「ヒゲぴよ」でした。
当日はほっと岡山のエントランスに、かぼちゃで作ったランタン
を飾りました。ちょとしなびたところに趣があり、子どもたちにも
好評でした。

( 吉田 )
子ども手作りのかぼちゃのランタン。

スノーボール。ラッピングもすごくかわいかったです。

どのお菓子も美味しかったです。

活動紹介

学校に行かない子を持つ親の会
2015 年から始まった「学校に行かない子を持つ親の会」
。今年度

に子どもを預けられる先もありませんでした。学校に行かないと言い

も毎月 1 回開催しています。奇数月の第１日曜日 10 時～ 12 時に岡

出した子をもつ親御さんが 1 人ぼっちにならないように仲間作りをし

山市中区の東山公園にて、偶数月の日曜日（不定期）に岡山市北区建

たいと思っています。まずは親御さんが批判や過剰なアドバイスなど

部町にて行っています。

をされずに、安心安全な気持ちで過ごせるように、おひとりおひとり
のペースで進めていけるように見守ることを大切にしています。

活動内容は、親御さん対象としたグループセッション（ピアカウン
セリング＝当事者同士が対等な立場で聞きあうこと）をメインで行っ

また、年に数回、外部の講師の方をお招きして親と子を対象とし

ています。一緒に参加している子どもがいる時は、子どもたち同士で

たワークショップの開催も行っています。今までに開催したワーク

遊ぶことが多いですが、大学生のボランティアやお父さんたちが一緒

ショップは、安積遊歩さんのお話会、お絵描き会、お菓子作り、親業

に遊んでくださることもあります。

のミニワークショップ、CAP（ Child Assault Prevention ＝子ども

発起人（中心メンバー）の多くが、東日本大震災の被災者のため、

への暴力防止）
、まほうの質問などです。12 月にも活動を行います。
「催し物のご案内」ページをご参照ください。

多くが岡山に身寄り（家族、親戚、友人、同級生）がなく、困った時
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（下山田）

相 談 員 プ ロ フ ィ ー ル

前編

ほっと岡山の活動の中でも中心的な業務。それが相談支援
です。これまでも、避難者の方々への相談業務の数々を行っ
てきました。相談員は 6 名で対応しております。今号と来
月号に分けて、それぞれのプロフィールや、思いをご紹介い
たします。
なお、各相談員の対応日はカレンダーを、相談のお申し込
み、お問い合わせ等に関しては、裏表紙をご参照ください。

臨床心理士：野崎詩織（のざき・しおり）

普段は、岡山市内にある林精神医学研究所で臨床心理士とし
て働いています。入院、外来の患者様に対して心理検査、カ
ウンセリングの実施と、企業等にお勤めの方の職場での悩み
やプライベートに関する相談への電話相談、WEB 相談、対
面カウンセリング等をしています。また、
小学校等でのスクー
ルカウンセラーの経験もありますので、お子様のことに関す
る相談にも対応いたします。

質問の内容：
①

相談員になったきっかけ

②

自らの相談員としての特徴

①

⑤の回答をご参照ください。

③

相談員として心がけていること

②

④

相談に来られようとしている方たちへ一言

⑤

どのような思いで相談業務を行っているか

臨床心理士として、客観的な見立て（どういう考え
や環境がしんどさに影響を与えているのかなど）を
行い、相談者様はどのような問題を抱えているのか
適切に理解したうえで、一人ひとりに合った支援を
行っていきます。

③

自分の価値観で見るのではなく、「相談者がどういう
考え方をしているのか」「どのように生きていきたい
のか」といったことを理解し、そのまま受け入れる
姿勢を大切に相談に対応していきたいと思っていま
す。

④

⑤の回答をご参照ください。

⑤

同じ避難者ではない人に話してもわかってくれない
のではないか、という思いを持たれる方も多いかも
しれませんが、相談者様の価値観を大切に「そのひ
とらしく生きる」ことができるようお手伝いできれ
ばと思っています。

司法書士：岩田 豪（いわた・たけし）

大学卒業後、都内にて出版業等でアルバイト。造園業
を経て、
2011 年 2 月末子どもの誕生を機に岡山へ転居。
2015 年司法書士試験合格、登録。
（月 1 回、岡山県司法書士会のご協力を得て、相談に入っ
ていただいています）

①

②

③

④

⑤

司法書士会の事業でほっと岡山へ相談員として派遣
されることになりました。岡山は妻の実家であると
いうこと以外、縁もゆかりもありませんでした。プ
ロフィールに記載の通り、たまたま震災の直前に引っ
越していたこともあり、他人事ではないと思い取り
組みをさせて頂いています。

宮岡義人（みやおか・よしと）

銀粘土で作るアクセサリー、トンボ玉の教室をしています。

司法書士は街の身近な法律家です。法律家と書くと
敷居が高いですが、ほんの少し法知識がある身近に
いる人と思ってもらえれば。個人で動けるのでしが
らみがなく、フットワークも軽いと思っています。
相談員である自分と相談者との相手に差はないと
思っています。いつだって、自分も相談する側にな
りうるのだと考えながらお話を聞かせて頂いていま
す。
相談しようと思っただけでもかなり力を使ったと思
います。ひとまず、話してほっと肩の荷を下ろしに
来てください！
どんな機会もたまたまです。たまたまですが、それ
が何かに繋がればいいなと思って相談を行っていま
す。
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①

ほっと岡山が、岡の支援団体の連携で始まったとき
から相談員をしています。岡山生まれ岡山育ちなの
で、岡山のことが伝えられたらいいかな。

②

仕事柄、観光地のことを聞かれることが多いので。
岡山と近県のどこかに行きたいを聞いてもらえたら。

③

相談の内容を一面ではとらえないように見え方を変
えながら話を聞いています。

④

これを相談に行こうなんて考えないで、普段話せな
いけど誰か聞いて、と思うことを、話にきてください。

⑤

相談をしたことで、別の視点が増えて少しでも気持
ちが落ち着けば、次に進めるのではないか、そのよ
うな思いで行っています。

催 し 物 の ご 案 内

…ほっと岡山主催・共催等

…協力イベント等

12 月に行われる予定のイベント。その詳細をご紹介します。
興味のあるものがあったら、お気軽にご参加ください。

お茶とおはなしの交流会

12/1（土）

ほっとめぐる
交流会 in 倉敷
ほっとめぐる交流会第二弾は倉敷です。

参加費：無料 ＊お茶会から参加される一
般の方は 500 円

避難・移住者＝無料

申込み・問合せ：ほっと岡山
＊準備の都合上、参加を希望される方は
①参加される方全員のお名前、②代表の方
の連絡先を、メールまたはファックスにて

なにかと慌ただしい年末ですが、ちょっと

申込みください。

一息つきませんか。飲み物と軽食を用意し

＊駐車場は十分な台数がございませ

ますので、どうぞお茶会からご参加くださ

ん の で、な る べ く 公 共 の 交 通 機 関 を

い。持ち寄りも大歓迎です。午後からは

ご利用、または乗り合わせください。

ゆっくり安心してお話ができる場を設けた
いと思います。この一年を振り返って、あ
るいはこれからのこと。今年の夏は豪雨災

参加費：一般＝ 500 円

311 スタディーズ vol.10

12/8（土）

申込み・問合せ：ほっと岡山

毎週水曜日

11/28,
12/5,12, 19

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

せんか。子どもたちには楽しい工作ワーク

原発事故から 7 年が
経過した放射性物質に
よる現在の環境状況

の来場・帰宅は自由です。のんびりしたい

ショップを準備しますので、お子さんもご

10 回目を数える 311 スタディーズ、

ムなどをして過ごしています。最近は、開

害もありました。被災地となった地域と避
難者・移住者である自分。なかなか口にで
きない胸の中のモヤモヤを言葉にしてみま

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

一緒にどうぞ。これまでの交流会は遠くて

前回に引き続き、原発事故の環境汚染につ

催時間の最初の 2 時間が各自したいこと

なかなか行けなかったという方も、交流会

いて学びます。西日本で測定してきた「尾

探しや自習、PC 学習（たまにそのまま

に参加したことがないという方もどうぞお

道測定依頼所」の方をお招きします。市民

YouTube へ）などで、残り 1 時間をお

気軽にご参加ください。

が全国でつながり測り続けてきたことから

やつと談話に充てています。いろんな子が

●

わかったこと、放射線物質による汚染の最

居ていい場所です。

時 間： 11：00 ～お茶会

新情報、それぞれの「ものさし」をどのよ

13：00 ～おしゃべり会（15：00 まで）

うに尊重するかを一緒に学びましょう。ぜ

ねっこぼっこの大谷講師と一緒にお正月飾

場 所：倉敷市民会館 第1和室会議室
（倉

ひご参加ください。

りを作ります。

【12/19 お正月飾り作り】

●

敷市本町 17-1）

●

対 象：避難・移住されてきた方

時 間：10：00 〜 12：00

時 間：13：00 ～ 16：00

＊一般の方で参加を希望される方はお問い

場 所：きらめきプラザ 707（岡山市北

場 所：ほっと岡山交流スペース

合わせください。

区南方 2-13-1）

参加費：無料
申込み・問合せ：ほっと岡山
＊お願い＝安全の為、メールでの参加
連絡をお願いします。件名に「ほっと
TIME」
、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。

毎月第３水曜日 アートのじかん

12/19（水）

ねっこぼっこ
12 月はアロマワックスバーをつくりま
す。アロマワックスバーとは、蜜ろうでつ
くる世界でひとつだけの香りとデザインの
お部屋飾りです ( ディパン社の 100% 純
粋蜜蝋を使用します )。bio ナチュラルエッ
センシャルオイルやハーブで香りを、プリ
ザーブドフラワーなどで彩りを加えます。
置いておくだけでふんわり優しく香るので
ほっとな空間を演出してくれます。簡単に
できるのでお子さんと一緒につくることも
できます。また、ベースになる蜜蝋は空気
を浄化してくれ、殺菌・抗菌効果も期待で
きます。
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＊相談員の宮岡篤子がご一緒します。

毎月第４土曜日

12/22（土）
うてんて食堂

（お餅つきの会）
みんなで集まって一緒にお話しながら食
事をしませんか？ 住まいやいつもの暮ら
しの困りごとを抱えていませんか？ 誰に
も話せずひとりで悩んでいませんか？ 地
域で暮らしているすべての方が、地域住民
のひとりとして、日常生活上のさまざまな
困りごとや悩みを、地域のみなさんとのつ
ながりや支えあいの中で、暮らし続けられ
る地域づくりを目指しています。ボラン
ティアサポーターも募集！
●
アロマの素敵な香りに包まれたひととき
をぜひ過ごしにお越しください。

世界でひとつだけの素敵なアロマワック
スバーを一緒に作ってみませんか。
●

時 間：11:30 〜 14:00
＊ボランティアさんは 9：00 に来てくだ
さい。
参加費：300 円こども無料
場 所：うてんて ( 岡山市北区東古松
2-2-9)
問合せ・主催：NPO 法人おかやま UFE

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
グ等をご利用ください
内 容：
「アロマワックスバー」
講 師：大谷見矢子さん（Marbles 代表。
かおり×あーと×ごかんで自分の魅力に
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）
参 加：10 名程度、無料、要申込み
＊親子で参加も OK です。
申込み・問合せ：ほっと岡山
＊お名前、
ご連絡先を、
電話、
ファクス、
メー
ルにてお申し込みください。
＊終了後、交流スペースにて昼ごはんをと
ることもできます。お茶などご用意してい

TEL086-231-0841
＊岡山市市民協働推進モデル事業

対 象：お話会はどなたでも参加可、
グルー
プワークは東日本大震災の被災者・避難者
限定（定員 10 名）
参加費： 200 円
託 児：あり ＊事前申し込みが必要です。
申 込 み・ 問 合 せ：sgtanpopo@gmail.
com（下山田）
＊準備の都合上、参加を希望される方は上
記までメールにて申込みください。
主 催：RC サポートグループたんぽぽ
共 催：ほっと岡山

タネピリカ主催

12/22（土）

安積遊歩さん・宇宙
さんとおしゃべり会
時 間：18：00 ～ 20：00
場 所：ののカフェ（岡山市北区建部町吉
田９６８）
対 象：どなたでも参加可
参加費：１オーダー制。ドリンクやケーキ
またはカレー（カレーのみ要予約先着 20
食 700 円）
託 児：なし
問 合 せ・ 申 込 み：090-6199-4626 ／
katsuraharu@gmail.com（下山田）
※カレーも上記まで申込みください。

RC サポートグループ
たんぽぽ主催

12/22（ 土）

安積遊歩さん・宇宙
さんのお話とグルー
プワーク

再評価カウセリングを日本に紹介した安
積遊歩さんと娘の宇宙さんを迎え、お話を
伺い交流を深めます。

主 催：タネピリカ

学校に行かない子を持つ
親の会主催

12/23（日）

安積遊歩さんを
お迎えして
安積遊歩さんのお話＆グループワークで
す。ぜひご参加ください。

●
時 間：13：00 ～お話会 15：00 ～グ
ループワーク（17:00 まで）
場 所：建部町公民館（岡山市北区建部町
福渡４９６−１）

●
時 間：13：00 ～ 17：00
場 所：さんかく岡山（岡山市北区表町３
丁目１４−１）
対 象：どなたでも参加可

ます。

毎月最終木曜日

ミニ交流会

12/20（木）

くるくるお茶会
毎回ゆるっとお茶を飲んでお話しする
会です。よかったらお昼ごはんをご一緒
しましょう。飲み物をご用意しています。
至福のアロマのハンドマッサージもあり
ます。お好きな時間にお気軽にお立ち寄
りください。
●
時 間：11:00 ～ 15:00
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
パーキング等をご利用ください。

岡山のみならず、福島県のイベントやさまざまな支援、さらに全国の支援団
体の情報などが幅広く集まっています。
6
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2018 年
日

火・木・金・第２土…相談日
●…ほっと岡山主催・共催等
●…協力イベント等

月

月

火

水

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部

金

26

2

3

9

10

11

●相談員：宮岡

●ほっとTIME

●相談員：宮岡
（義）

16

17

18

●相談員：大和田

19

23

24

30

31

●ふるさと交流会
（福島、南相馬、
いわき、郡山）

28

木

11/25

●安積遊歩さんを
お迎えして

27

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

土

●宮岡
（義）

●ほっとTIME

●相談員：宮岡
（義） 事務所休み（研修）
●くるくるお茶会・アロマ
●日本子ども虐待防止学会（倉敷）

29

30

12/1

4

5

6

7

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

8

●311スタディーズ
vol.10

13

14

15

●アートの時間ねっこぼっこ
●ほっとTIME

20

21

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：
臨床心理士
●くるくるお茶会・アロマ

22

25

26

27

28

●相談員：宮岡
（義） 仕事納め

●ふるさと交流会（白河）

1/1

2

3

4

5

●相談員：大和田

●ほっとTIME

12

●相談員：宮岡
（義）

仕事始め

●ほっとめぐる交流会
（倉敷）

●うてんて食堂
（お餅つきの会）
●安積遊歩さん・宇宙さんの
お話とグループワーク他

29

●ふるさと交流会
（福島、いわき、
郡山）

●冬期休業期間：12月29日(土)～2019年1月3日(木)

参加費：200 円

自立論』など多数。

託 児：あり ＊事前申し込みが必要です。

http://www.jinken.ne.jp/challenged/

対 象：避難・移住されてきた方

申 込 み：ka tsu raharu@gm ail.com

asaka2/asaka2_2.html

＊一般の方で参加を希望される方はお問い

（下山田）
主 催：学校に行かない子をもつ親の会
共 催：ほっと岡山
●
安積遊歩さんプロフィール
1956 年、福島県生まれ。骨形成不全症。
13 歳までに 20 回の骨折と８回の手術。

お茶とおはなしの交流会

1/13（土）

ほっとめぐる交流会
in 高梁
ほっとめぐる交流会第三弾は高梁です。

VILLAGE 吹屋（高梁市成羽町吹屋 836）

合わせください。
参加費：無料 ＊お茶会から参加される一
般の方は 500 円
申込み・問合せ：ほっと岡山
＊準備の都合上、参加を希望される方は①
参加される方全員のお名前、②代表の方の
連絡先を、メールまたはファックスにて申

身長 109 ｃｍ、体重 24 ｋｇの小さな遊

飲み物と軽食を用意しますので、どうぞお

込みください。

歩さんを差別と同情のまなざしで見てしま

茶会からご参加ください。持ち寄りも大歓

＊会場への行き来が難しい方は備中高梁駅

う人間社会。見かけでレッテルを張る社会

迎です。倉敷と同じく午後からはゆっくり

で待ち合わせし、乗り合わせますので、お

に反発してきた遊歩さんは車椅子の運動家

安心してお話ができる場を設けたいと思い

気軽にお問い合わせください。

として 22 歳の時から日本や世界を駆けま

ます。楽しい工作ワークショップも準備し

わってきた。1983 年から半年間、アメ

ますので、お子さんもご一緒にどうぞ。ま

リカのバークレー自立生活センターで研修

た住宅に関することなど個別相談にも対応

を受け、ピア・カウンセリングを日本に紹

いたします。ご希望の場合はお申込みの際

介。40 才で、宇宙（うみ）ちゃんを出産。

にお伝えください。どうぞお気軽にお申込

3.11 後、宇宙さんと二人でニュージーラ

みください。
●

ンドへ避難移住。その後帰国して現在は札
幌に住む。著書に
『癒しのセクシー・トリッ
プ ～わたしは車イスの私が好き！』
『車椅

時 間： 11：00 ～お茶会
13：00 ～おしゃべり会

子からの宣戦布告～私がしあわせであるた

（15：00 まで）

めに私は政治的になる』
『いのちに贈る超

場 所：ゲストハウス ELEVEN
7

みんなで学び、みんなで守る

1/26（土）

かぞく防災講座
in 灘崎公民館

アウトドア防災ガイドのあんどうりすさ
んをお呼びして、第 3 回かぞく防災講座
を開きます。来月号のおたより NEWS に
て詳細をご確認ください。多くの方々のご
参加をお待ちしております。

「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。

済生会
病院

アクセス

岡山駅から 車で約10分、徒歩30分

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
車で約10分、徒歩30分
岡山駅から

「◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車
岡山 駅から 【22系統】
↓

路面電車

路面電車
県庁通り

岡山市役所

天満屋

天満屋

水道局

清輝橋駅

所要時間

【62】系統「南ふれあいセンター
・岡南飛行場」
行き ・岡山ろうさい病院」
【22】系統「（市役所経由）
並木町
行き
バス
◉4番乗り場から

↓

【52】系統「（市役所経由）当新田・大東」行き、

【12】
系統「岡南営業所」
行きに乗車、
「大学 病院入口」
下車

【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き
徒歩 ※所要時間約10分

所要時間
◉4番乗り場から
一般社団法人 ほっと岡山
約15分
【12】
系統「岡南営業所」行きに乗車、
「大学 病院入口」
下車

大元駅

宇野
みなと線

〒700― 0921 岡山県岡山市北区東古松1―14―24コーポ錦1F
※所要時間約10分
Tel: 070 ― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561

岡山大学病院

岡山市役所
水道局

ほっと岡山

徒歩
約15分

西川緑道

県庁通り

県道21号

◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から
↓ 系統「（市役所経由）
【52】
当新田・大東」
行き、

↓
西川緑道

イオン
モール
岡山

東
口

◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から

岡山【22】
駅から
【22系統】
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車
系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き

バス

東
口

イオン
モール
岡山

宇野
みなと線

山陽新幹線

県道21号

東口
岡山
駅

山陽新幹線

西口

西口

桃太郎線

アクセス

裁判所

裁判所

東口
岡山
駅

桃太郎線

済生会
病院

Mail: oﬃce.hotokayama@gmail.com

清輝橋駅

スーパー

一般社団法人 ほっと岡山

http://hot-okayama.net/

事務局 月～金／ 10:00～17:00

〒700― 0921 岡山県岡山市北区東古松1―14―24コーポ錦1F
Tel: 070 ― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561

岡山大学病院

大元駅

Mail: oﬃce.hotokayama@gmail.com

スほっ
タと岡山
ッ フ

よ

スーパー

http://hot-okayama.net/

り

事務局 月～金／ 10:00～17:00

●明日はくろしおに乗って熊野だーとわく

●相談員の研修に参加してきました。西日

国の民主化闘争を理解する一端となりまし

わくしていた矢先に紀伊水道が震源地の地

本の拠点 ( ※ ) スタッフが集まり、午前午後

た。市井の人が一人一人その持ち場で闘う

震が起きてびっくりしました。小さくても

とありましたが、短く感じたほど内容の濃

姿勢が大事なのだと潜在的な市民の力を感

地震が続くようだったら今回はあきらめよ

いワークショップでした。今年 2 回目の

じさせてくれました。心慌ただしい時です

うと考えていたのですが、無事行って帰っ
済生会
病院
てきました。でも改めて、旅先出張先でも

参加でしたが、相談員としてステップアッ

被災する可能性などいろいろ考えて、離れ

プできる時間でした。( 宮岡義 )
裁判所

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
●１１月１４日、大阪にて復興庁主催の会

所に設置している生活再生支援拠点

東口
岡山
駅

西口

アクセス
か、きちんと情報共有しておこうと思いま
した。

（大和田）

車で約10分、徒歩30分
岡山駅から
※復興庁が地域の NPO 等に委託して全国 26
か

て暮らす親兄弟に自分はいつどこに行く

桃太郎線

が、たまには映画もいいものですよ！
アクセス

議がありました。復興大臣、
副大臣へ直接、
岡山 駅から
【22系統】
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車

●果物王国岡山の年末は、梨かなと思いま
（かんくみ）
岡山駅から 車で約10分、
↓
路面電車 徒歩30分
す。洋ナシも美味しいですし、愛宕梨もオ

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場

)
地味な近況ですが「健康第一・小さな幸せ
【52】系統「（市役所経由）当新田・大東」行き、 ( 宮岡篤
↓
約15分

県道21号

徒歩

です ( 気合い )。

所要時間

【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き
岡山市役所

◉4番乗り場から
（吉田）

◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から

えました。西日本で今もなお被災３県に限

【22】系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病

らず一番避難者数が多いこと、帰還だけが

【52】系統「（市役所経由）当新田・大東」
行き、
支援のゴールではないこと、ふるさととの

【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行
繋がりの大切さ、私たちの経験が次の望ま
れない災害に少しでもいかされてほしいこ
◉4番乗り場から

とを、具体的な施策に反映してほしいお願
【12】
系統「岡南営業所」行きに乗車、
「大学病院入口」
いをしました。今年度、避難者調査をする

※所要時間約10分

●最近見た映画で心を打ったものがありま

予定ですので、またみなさまのご協力をお

す。
「1987、ある闘いの真実」です。韓

願いいたします。

清輝橋駅
【12】
系統「岡南営業所」行きに乗車、
「大学 病院入口」
下車一般社団法人

水道局

約15分

大元駅

橋駅

重視」をモットーに、師走を駆け抜けたい

宇野
みなと線

満屋

西川緑道

イオン
モール
岡山

バス
東
ススメ。大きな愛宕梨をお正月休みに家
●早い…早すぎる ( ←某埼玉銘菓の
CM)。
口
岡山
駅から
【22系統】
「
大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車
族で食べたのは子どもの頃の思い出です。↓
師走ですね。
皆さまいかがお過ごしですか。
県庁通り
◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から
↓
徒歩
おっきいんで家族や親戚が集まらないと食
先月書いた学び事、まだまだ製作レベルに
山陽新幹線
天満屋
べれないんですよねぇ。おいしかったな。
達しません。構想を練るのも楽しいです。
【22】系統「（市役所経由）
並木町・岡山ろうさい病院」
行き
バス
所要時間

避難者の方がおかれている状況について伝

※所要時間約10分
岡山大学病院
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