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年始のごあいさつ
旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
一人ひとりの声に耳をかたむけ、その人らしい暮らし方が
できるようなお手伝いをする。
私たち「ほっと岡山」の基本的な理念をもとに、昨年まで
行ってきた活動はもとより、災害への備えを中心に、新たな
試みも始めていこうと考えております。引き続き、お近くに
来られた際は、どうぞお気軽にお寄りください。
2019 年が、みなさまにとって、幸多い 1 年となりますよう、
お祈り申し上げます。
ほっと岡山

今月の内容
●特集 避難生徒の進学
●新コーナー みんなの声
●ほっと岡山レポート
●相談員プロフィール（後編）
●催し物のご案内
●イベントカレンダー
●スタッフから

アートの時間にみんなでつくったクリスマスリース。

特集

避難生徒の進学

県外避難先で高校へ
住民票のない避難先での進学
高校生の教育費ついて、関西で避難者支援に取り組む「まるっと西日本」の古部真由美さんに、
既存の給付金を含めた支援について、
関西の状況も踏まえうかがいました。
被災生徒支援+避難先自治体の
教育支援の両方の利用を
避難当時、小学生や中学生だったみな
さんも避難先で高校や大学を受験する
という声を耳にします。
その中で「授
業料が払えない…」
「奨学金につい
て教えて欲しい」など教育資金や

¥

「保険の関係で」
「夫は子どもの避難に反対、

ことを知

住民票を動かすと離婚に発展する可能性が

阪に異

ある
（福島県から避難40代 女性 同意見多数）

票を異

」
「いつか福島に戻りたい、福島県避難者と

を示し

みなされなくなり、案内が届かなくなる

安心し

と困る
（４０代女性）
」
など住民票を残

県民健

す事は不便だけれどやむを得ず残

福島に

している、
という方がほとんど。住
民票を避難元に残す理由は、被

奨学金情報についての問合わせ

災県や残る家族とのつながり、

が毎年秋頃になると増えます。

原発事故が及ぼす健康への影

進路が決まったら、すぐに資金

響や不安などもうかがえます。

が必要になります。その時に
なって慌てないためにも、避難

私立高校授業料補助制

先の教育事情と民間の被災者支

度を知って住民票を異動

援の奨学金、各自治体が行ってい
る高校生の保護者向けの制度など
様々な支援制度を検討しておきましょ

高校受験は、保護者や生徒がどこ

う。
避難元自治体にはなかった制度も避

の都道府県に住民票をおいていても、

難先自治体にあります。
目からウロコ！ の情

全国の公立・私立高校の受験が可能です。

報もあるかもしれません。高校生を持つ家庭
に対し、国は既に補助を行っており、
それに加
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えて自治体が独自の補助を行っている所もあ

公立高校を希望する場合は年収めやす910
万円以下の場合、国の高校無償化の制度が
あり授業料はほぼ無償。
しかし、私立高校へ

ります。
国の制度は一律ですが、
民間支援と地

究所のアンケートによると、
避難者の9割以上

進学する際にはその自治体の私立高校補助

方自治体の制度を利用すると私立高校授業料

の人が住民票を岡山県へ異動していました。

制度を使う事で、授業料が大きく変わります。

の負担はもっと軽くなります。

関西での同様なアンケート
（2017年実施）で

岡山県では、
「高等学校等就学支援金」が、年

も、
７割の人が移しています。

間70万円程の授業料の私立高校に通うこと

住民票を移した人は9割
医療と離婚への不安で移せない人も

両調査で避難先へ異動した理由を尋ねてみ

になった場合、国が年額11万8,800円分を学

ると
「転校
（関東から避難 40代女性）
「わざわ
」

校に支給、保護者が払う授業料は残りの58万

護者負担の授業料が5万円になったり、ある

へ住民票を移すことが必要になります。
「それ

たって仕事も安定していて不便だから
（福島

いは無償になることもあります。中学校の進

ならすぐに住民票を異動させて…」
といかな

県・関東から避難 40代 複数回答）
」
というコメ

路説明会で、大阪府の私立高校補助制度を

いケースもあるでしょう。２年前のほっと岡山

ントがありました。一方で、避難先に住民票を

知った福島県避難者の友江さん（仮名40代）

×山陽新聞×関西学院大学災害復興制度研

移動していないという方に理由を尋ねると

は私立高校の授業料70万がほぼ無償になる

＊月刊まるっと西日本 NEWS より引用
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は全国

校等授

収がめ

授業料

高校の

もが出

受験で

たため

が進学

岡山

奨学のため
の給付金

（関東から避難 30代）
「避難先で暮らして数年
」

したい

③

利用する際には、避難前の自治体から避難先

い」
「不

補助金
︵ 県制度︶

更に都道府県独自の補助金が支給され、保

避難さ

②納 付 金 減 免

「特に避難元に残す意義も感じなかったから。

ポーツ

高等学校等
就学支援金

今、みなさんがお住まいの岡山県の制度を

私立

①

ざ取り寄せて色々な手続きをするのも大変。
」 円ほどになります。大阪府ではこの58万円に、

岡山で
年間２

、

に反対、

ことを知り、夫婦の住民票を今住んでいる大

学できるよう、公立高校も私立高校もほとん

能性が

様々な子育ての自治体の支援につ

阪に異動する決心をしました。
「夫婦の住民

ど無料で高校に通える補助制度を導入。不登

見多数）

いて、話し合う機会を作ってみてはい

票を異動するのは勇気がいる事で、夫が理解

校の子どもを持つ親が、他府県からの転居し

避難者と

かがでしょうか。

を示してくれるのか不安だった。でもこれで

てくる場合もあります。ほぼ無料で通える公立

なくなる

安心して子どもの受験勉強を応援できます。

高校と違って、私立高校入学時には100万近

民票を残

県民健康調査もあるので子どもの住民票は

い金額を用意しなくてはいけないため、保護

を得ず残

福 島 に 残してお きます。」と話しました 。

者にとって負担が大きいのです。

んど。住

由は、被

ながり、

への影

えます。

補助制

を異動

徒がどこ

いても、

能です。

やす910

制度が

高校へ

高校補助

ります。

金」が、年

岡山では私立高校家庭には
年間２4,000〜60,000円の補助金

岡山県にも同様の「私立高等学校納付
金減免補助金」
という制度があります。私立
高校に通う年収250万円未満程度の世帯

りの58万

350万円未満程度の世帯については年額

切となりましたが、次年度住民票を

ポーツのコース、大学付属高校もあり、毎年

48,000円以内、年収350〜590万円未満の

残されている方で該当する方は、東

避難された方からも
「大学付属高校に入りた

世帯については年額24,000円以内を助成

日本大震災により被災した高校生の

い」
「不登校の子が受験できる私立高校を探

することとしています。教育制度の利用に

支援のための福島県奨学資金【震災

したい」
という問合わせがあります。大阪府に

は、保護者の住民票を現在お住まいの自

特例採用】も検討してみましょう。証

は全国トップレベルの補助額の「私立高等学

治体に移す必要がありますが、子どもの住

明書や手続きが必要ですが、ほとん

校等授業料支援補助金制度」があり、世帯年

民票の異動までは必要ありません。福島県

どの人が返金対象にならないため

収がめやす580万未満なら私立高校もほぼ

県民健康調査の必要性を感じているので

卒業までの３年間、国公立高校なら

授業料は無償で通学できるため、選択できる

あれば、15歳以上のお子さんの住民票は

２３,０００円、私立高校なら３５,

高校の幅がぐっと広がります。不登校の子ど

単身世帯として被災地に残すことができ、

０００円が毎月卒業まで支払われ

もが出席日数が足りないために公立高校を

子の受験直前に保護者が避難先へ住民票

ます。高校は全国どこの高校に通っ

受験できず進学をあきらめる家庭が多かっ

を異動することで、受験や教育制度を利用

ていても利用はできますが、保護者

たため、大阪府は親の収入に関係なく子ども

することができます。
この機会に親子で、
ま

が福島県に住所があること
（住民票）

が進学を目指し、将来の選択を広げ高校に入

たは夫婦で進学やそれにかかる費用や

が必要になります。詳しくはHPをご
覧ください。

奨学のため
の給付金

償になる

③

名40代）

〜年収２５０万円程度 年収２５０〜350万円程度 年収3５０〜590万円程度

私立高等学校

制度を

補助金
︵ 県制度︶

校の進

●要申込／●兄弟姉妹数等
によって金額が変わります

岡山県私立高校生等への就学支援制度について

②納 付 金 減 免

り、ある

返金不要の高校生向け福島県
奨学資金【震災特例採用】を

私立高校は公立にはない特殊な授業やス

高等学校等
就学支援金

され、保

避難者の方、収入の減った方

平成３０年度は11月にて募集締

①

万円に、

保護者で被災された方、区域内

については年額60,000円以内、年収250〜

通うこと

円分を学

福島県に住民票を残している

年額297,000円以内

年額237,600円以内

年額１７８,200円以内

〜年収910万円程度
年額118,800円以内

年間３８,000円〜
１３８,００0円以内
国公立高校：３2,300円

〜１29,7０0円以内（年額）

年額４８,000円以内

×

年額24,000円以内

×

×
×
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【対象】
警戒区域、計画的避難区域、
屋内退避指示区域、生計者の疾病、

公立高校：年額約120,000円（月額9,900円、授業料実質０円）

年額６０,000円以内

福島県奨学資金【震災特例採用】

障がい、
死亡震災後に家計の悪化が
著しい人、
自宅が全壊・半壊した人等
【支給額】
ほとんどの方が返金不要
公立高校 ２３,０００円 私立高校 ３５,
０００円
（高校卒業まで３年間）
h t t p s : / / w w w. p r e f . f u k u s h i m a . l g . j p /
uploaded/attachment/289952.pdf

み

ん

な

の

声

今号より始まった新コーナー「みんなの声」
。
交流会や参加した催しの感想、「こんな催しがあれば！」などのご要望、誌面へのご感想、
さらには日々のつぶやきまで、ご自由にお寄せください。掲載可能なお写真も大歓迎！
お待ちしております。
＊いただいた投稿は、誤字脱字の修正のほか、可能な限り文意を損なわない範囲で編集させていただき、掲載いたします。
特定の個人への誹謗中傷などといった内容に関しては、掲載を見合わさせていただく場合がございます。
＊投稿はメール（hotokayama@gmail.com）、FAX、はがき（住所等は奥付を参照ください）でも受け付けています。

11/29

12/1

★毎月アートのじかん「ねっこぼっこ」と「くる

★みなさん何かと忙しいと思いますが、是非足を

くるお茶会」を楽しみにしています。「ねっこぼっ

運んでみてください。少し話をするだけでもほっ

こ」では子供も楽しめる指人形作りやリース作り

としますよ♪

ほっとめぐる交流会・参加者

くるくるお茶会・参加者

（50 代女性）

があり、毎回夢中で作っています。
「くるくるお茶会」では、相談員の宮岡さんに子連

★移住して半年経ち、やっと生活が落ち着いてき

れで遊びに行ける場所や岡山の魚の調理法などを

たので交流会に参加しました。友人知人が少なく

教えて頂いてとても参考になっています。

さみしかったのですが、皆さんとお話できてほっ
とひと息、楽しい時間を過ごせました。ありがと

(30 代女性 )

うございました！

(50 代女性 )

★久しぶりに交流会に参加させて頂きありがとう
ございました。新たな出会いや、それぞれの大変

♣いつも来てくださってありがとうございます。

な思いを共有できてうれしかったです。またよろ

「ねっこぼっこ」は毎回触覚も違って、かつ安心な

しくお願いします。

材料というのが嬉しいですよね。こんなのやって

(50 代女性 )

みたい作ってみたいというものがあればどうぞ
ご提案ください。

（かんくみ）
♣交流会の準備はいっつもばたばた。不備も多く
参加してくださった方々にご迷惑をおかけしてい
ることもあるかと思います。ですが、こういった
お声を聞かせていただくと、とっても励みになり

投稿おまちしています！
！

ます！

次回は高梁で開催です。ぜひお越しくだ

さい！

hotokayama@gmail.com

（かんくみ）

「311 支援カード」について
東日本大震災、原発事故により岡山へ避難されている皆さまへ：今後も情
報提供等、支援を継続していくため、ほっと岡山では「311 支援カード」
を作成しました。「全国避難者情報システム」や各メーリングリストとは別
の、ほっと岡山独自のものになります。ほっとおたより NEWS と共にお手
元に用紙が届いている方もいらっしゃるかと思います。そうでない方や詳
細についてのお問い合わせは、ほっと岡山まで。
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ほ っ と 岡 山 レ ポ ー ト
「ほっと岡山」主催のイベントの模様や結果を、
写真とともにご紹介させていただきます。

8 月〜 10 月・ほっと岡山（岡山市）
平成 30 年７月豪雨
被災者支援＆バザー

の防災対策―」と題して、集合住宅のトイレ問題、避難所での過ご
し方、言いにくさを伴う状況の改善方法など、多岐にわたってお話
いただきました。アウトドアでの豊富な経験をベースにした実践的

‘18 年 7 月に起きた「平成 30 年 7 月豪雨災害」を受けて、ほっ
と岡山でも支援物資を大量に受け入れました。仕分けや受け入れ先
に運んでくださったボランティアの方々に、改めまして深く御礼申
し上げます。今回の物資管理を担当して思ったことをお伝えするこ
とで、またこの様な災害が起きた時に支援する際の参考になればと
思います。
需要が多かった物資は
「新品の T シャツ」
「新品のフェイスタオル」
「新品の肌着（靴下含む）
」でした。これら 3 アイテムの需要は、か
なり多く、すぐに被災地に届けることができました
逆に支援には不向きかと感じた物資もありました。
「古着」
「中古
の靴」
「強い洗剤臭や保管臭の物品」
「扱いづらい素材（ウール、
レー
スなど）
」
「個性的なデザインの服」
「季節無視（真夏の災害に冬服）
」

ならではの講座内容に「情報が豊富でとても参考になった」という
声をいただきました。また、平時からの安心できる地域づくりが大
切という言葉には、うなずく方も数多くいらっしゃたことが印象的
でした。次回は1/26に開催予定です。詳細は
「催し物のご案内」
コー
ナーをご覧ください。

（はっとり）

・ほっと岡山（岡山市）
11/21（水）
アートのじかん「ねっこぼっこ」
クリスマスリース制作

11 月の「アートのじかん ねっこぼっこ」では自然素材を使っ
て「クリスマスリース」を作りました。見本はありません。みんな

などです。
被災者やボランティアが、雑多な物資を整理・分別するのは負担
です。送った物資で現場を更に疲弊させないように【必要な物を確
認する／相手の立場で考えて提供する】ことが大切だと思いました。
個人的には、物資なら新品が最善だと思います。

なお話、いざという時に頼りになるグッズや考え方など、りすさん

（吉田）

でアイデアをシェアしながら、好きな素材を選び、そこから自分の
カタチを考え、それぞれのデザインが生まれていました。
「リースを作るのは初めてだから、ちゃんと作れるか心配～」と言
われていた人も未就園の子どもも、それぞれ個性的で世界でひとつ
だけの素敵なリースを完成させました！
ほっと岡山の交流スペースが自然の香りと笑顔が充満する素敵な

11/14（ 水 ）・（大阪市）
自主避難者支援体制強化事業
ブロック会議（西日本）

空間になりました。

復興庁による広域避難者支援に向けた会議が大阪で開催されまし
た。全国 26 箇所に設置された生活相談拠点の西ブロック各地の拠
点団体が一堂に会し、岡山県を担当するほっと岡山も出席しました。
復興庁、福島県に向けて、支援の現場から避難者の方がおかれてい
る状況や避難者支援の必要性、2021 年 3 月で 10 年を迎えるにあ
たり、長く支援の継続が必要であることが各団体からも届けられま
した。私たちからは、西日本で今もなお被災 3 県に限らず一番避難
者数が多いこと、帰還だけが支援のゴールではないこと、ふるさと
との繋がりの大切さ、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とを、具体的な施策に反映してほしいと、復
興大臣・復興副大臣に直接お願いしました。
また広域で避難者支援に携わる団体が集う機会は、年を増すごと
に重要になってきています。団体同士の情報共有は、避難先では支
援の枠がない場合、どのように解決をしたらいいのかという知恵を
知り合うことができること、避難者の傾向を俯瞰した目で見ること
で、個人的な問題ではなくどこでも起き得る問題であることなど、
確認することができる貴重な機会となります。今年度、避難者調査
をする予定ですので、またみなさまのご協力をお願いいたします。
（はっとり）

11/17（土）・さんかく岡山（岡山市）
かぞく防災講座「防災の目を増やそう！
―密集市街地の防災対策―」
岡山市男女共同参画社会推進センターとの協働事業として、アウ
トドア防災のあんどうりすさんを講師に迎えて開催している「シ
リーズ防災講座」
。第 2 回は「防災の目を増やそう！ ―密集市街地
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（大谷）

・ほっと岡山（岡山市）
11/21（水）
ほっと TIME
クリスマスリース制作

「アートのじかん ねっこぼっこ」にてお馴染みの大谷先生と共に、
ほっと TIME の子ども達もクリスマスリースを作りました。アイ
デアを凝らしながら作ったリースはどれも素敵で、自然の実や葉を
使うと味わいがあり、癒されました。参加した子ども達の力作を、
ご自宅でも楽しんでいただけたなら嬉しいです。

11/29（木）・倉敷芸文館（倉敷市）
日本子ども虐待防止学会・
第 24 回学術集会おかやま大会
プレコングレス
「語りにくさと子どもたち
− 東日本大震災・原発事故が
子どもたちにもたらしたもの−」

クリスマスが過ぎて、葉や実が色あせたり枯れてしまったら、土

子ども虐待防止学会の前日プログラムへお声がけをいただき、ポ

台はずっと使えるので、今度は新年を感じさせるものに差し替えた

スターセッションの機会をいただきました。テーマは、福島第一原

ら良いそうです。四季折々の自然にあるものを利用して、温かみの

子力発電事故の影響を受けた子どもたちの「語りにくさ」について。

ある作品にリメイクするのですね。葉や枝は刺し込み、実はグルー

時間をかけて各地に避難した経験のある子どもたちにお話を聞いて

ガンやボンドで固定します。ご家庭でも試してみてはいかがでしょ
う。

きたルポライターの吉田千亜さんの写真と文で構成した展示発表に

（吉田）

しました。
「原発事故がなければ、こんなことにはなっていなかったのに、
と思います」
「怖いって思っていてもいいんだ、と思えました」
「山
も海もあるし、家の裏には竹薮があって、タケノコも採れました。
空き地では四つ葉のクローバーを見つけたし、虫もたくさんいた。
自然豊かなところが好きなんです。でも、こういうことは、家族に
話せない」
。
いくつもの言葉、一人ひとりの子どもたちのものがたりの前に、
参加された方は向き合い丁寧に読んでくださいました。また会場に
は、全国各地の避難者の手記も閲覧できるスペースも活用いただけ
ました。今後も展示の機会を設け、多くの方に見ていただきたいと
思っています。

（はっとり）

＊吉田千亜さん：出版社勤務を経て、フリーライター。原発事故後、
原発事故被害者・避難者の取材を続けている。著書に
『ルポ母子避難』
（岩波新書、
2016 年）
『その後の福島：原発事故後を生きる人々』
（人
文書院、2018 年）
、共著に『原発避難白書』
（人文書院、2015 年）
がある。
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12/1（土）・（倉敷市）
ほっとめぐる交流会 in 倉敷

くるくるお茶会

美観地区アイビースクエアの横にある倉敷市民会館でほっとめぐ
る交流会を開催しました。
まずはみんなでテーブルセットをして、子どもたちやスタッフも
一緒にお昼を兼ねたお茶会。お久しぶりの方もはじめましての方も
和気あいあいとお話しながら舌鼓を打ちました。
お腹いっぱいになったところで子どもたちは工作ワークショップ
で、みつろうキャンドル作りを楽しみました。

くるくるお茶会といえば、大谷さんのハンドトリートメント。アロ
マのいい香りと手のぬくもりにみなさんのお顔がやさしくなってきま
す。心もほぐれて、日ごろ言えない気持ちも聞けているのかな？
身も心もほぐれて、ほっこりあったかいお茶を飲んでまったり。日
ごろ言えないあんなことやこんなこと、世間話から愚痴まで、いろい
ろ吐き出してほっとする。そんなひとときを過ごしに来てください
ね。

（宮岡篤）

そして大人は簡単な自己紹介からはじまり、おはなし会。それぞ
れの 7 年 9 ヶ月を聞きあいっこしました。参加された皆さまから
の感想なども「みんなの声」に掲載されていますので、そちらもご
一読ください。
次のほっとめぐる交流会は 1 月 13 日に高梁市で開催します。ど
うぞ皆さまご参加ください。
お申込みお待ちしています。
（かんくみ）

活動紹介

アロマハンドトリートメント
毎月最終週の木曜日、くるくるお茶会の片隅でアロマハンドトリー
トメントをさせていただいています。
アロマハンドトリートメントは、いい香りの精油を混ぜた天然植物
オイルを使って指先から肘までをゆっくりゆっくりなでさすります。
お茶を飲みながら、お話しながら、ほっこり・ゆったりした時間を過
ごしました。
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（大谷）

相 談 員 プ ロ フ ィ ー ル

後編

宮岡篤子（みやおか・あつこ）

前号でもご紹介した「相談支援」に従事する相談員たちの

1974 年生まれ。身体障害者。2 歳のときの高熱がでて、
その後遺症で首から下に麻痺があります。

プロフィールとその思い。今回は後編です。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。

①

ほっと岡山の前身「うけいれネットワークほっと岡
山」のとき、ワンストップ相談窓口に相談員として
入ったのがきっかけです。避難をされた方たちがお
子さんを守りたいという気持ちで、頑張っていらっ
しゃる様子が、子どもの頃障害のある私を大変な思
いをして育ててくれた父や母と重なり、少しでもお
手伝いできたらと思いました。

②

岡山で生まれ育っていますので、岡山のことは話せます。

③

愚痴とか心のモヤモヤを言ってもらえるような相談
員になりたいと思っています。

④

悩みがないと行けないとか構えずに、愚痴でもボヤ
キでも世間話でも何でもお喋りに来てくださいね。

⑤

ほっと岡山が、避難されている方の安心できる場所
になるように。

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

③

相談員として心がけていること

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

大和田雅子（おおわだ・まさこ）

服部育代（はっとり・いくよ）

2013 年 7 月初旬に、東京から岡山へ避難しました。大学の
精神神経科心理研究室を皮切りに精神医療の分野で心理職と
して働いています。避難する 10 日前まで渋谷の遠藤嗜癖問
題相談室で、カウンセリング・教育プログラム・グループワー
クに携わっていました。クライアントから実に沢山のことを
学びました。趣味は、映画、観劇、旅行などです。

栃木県佐野市生まれ。本業はグラフィック・デザイナー。出産
をきかっけに母親同士のピアサポートに関わり、子育て支援
NPO「自然育児友の会」の理事を務める。2011 年原発事故で
「子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク」の立ち上げに
関わり、
８月に東京都国分寺市から岡山へ母子避難。趣味は読書、
散歩、合気道。命の洗濯は山伏修行。

①

避難を経験したことがきっかけ。前組織「うけいれ
ネットワークほっと岡山」の時より継続しています。

②

子育て支援の時に、産後うつや子育て中の悩みを持
つ母親同士で支え合う活動をしていました。その経
験と、自分の避難の経験からお話をしっかり聞くこ
とを大切にしています。他に災害に関する法律や、
各種支援、調査研究などの情報をお伝えすることが
できます。全国の広域避難のつながりもお役に立て
たら嬉しいです。

③

一人ひとりの尊厳を大切にすること。
今困難な中にいる方の声に耳をすますこと。

④

しんどい時は、相談をする・行くことも困難な状況
かもしれません。そして困っていることの大きさは
比べられません。時には「語りにくさ」もあるでしょ
う。どうぞ安心してご連絡ください。お越しになる
ことが難しい場合は伺うこともできます。

⑤

その人がその人の人生を生きて欲しいと思っていま
す。最後の一人まで続けていきます。
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①

2015 年 3 月、他の仕事の打ち合わせで、初めて代
表理事の服部と会い、ほっと岡山のことを知りまし
た。この縁で 2016 年から相談員となり、
グループワー
クを担当しました。私自身避難したいと思ってから、
1 年半の準備期間を持ち岡山を選びこちらに来まし
た。その間の迷いや葛藤を分かち合えるのではない
かと思っています。

②

今まで多様な依存症の本人、その家族からの相談や
家庭内で発生する暴力、虐待、PTSD、思春期などの
相談を受けてきました。問題を起こしては本人だけ
ではなく家族全体をみて、その関係性に注目する家
族システム論に関心があります。連れてこないと相
談にならないということではなく、一番困っている
人の相談から家族療法は可能です。「こういう対応は
した方が良いよ」
「こういう対応は避けた方がいい」
ということを知って行動することは大変重要なこと
です。こういった視点でお話を伺っています。

③

相談は、相談員と利用者二者の共同作業であると考え
ます。相談員に言いにくいこと、反対の意見を自由に
言える信頼関係をつくることを目指しています。自己
主張の練習の場として活用してほしいと思います。

④

復興予算はずっとこのままあるとは思えませんので、
なるべく早くおいで下さい。あっという間に時間は過
ぎてゆきます。一人で考えるなら一緒に考えましょう。

⑤

ほっと岡山の枠を大きくのばすのか、その中で済ま
せるのか、何が出来るのかを、いつも考えます。私
自身はどの場にいても、自分のやれることは同じだ
と思っています。

催 し 物 の ご 案 内

…ほっと岡山主催・共催等

…協力イベント等

2019 年 1 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。

1/4（土）

かけはし B 交流会
福島に帰られた方に、今の福島での暮らし
などについてお話を聞く交流会です。
今回は 3 人のお子さんを育てながら司
法書士として働く T さんをお招きして開
催します。
新しい年を迎えて間もない日時ではあり
ますが、お気軽にお越しください。
●
時 間：12：00 ～ 15：00
場 所：ほっと岡山交流スペース

ほっと岡山のホワイトボードに残された子どもの落書き。

参加費：無料
申込み・問合せ：ほっと岡山

毎週水曜日

1/9,16,23,30

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

ら来てくださいね。
●

話したり、本を読んだり、ボードゲームな
どをして過ごしています。子ども同士が良
い影響を受けあい、11 月末から勉強会も
始まりました。3 時からはおやつを食べな
がらの談話タイム。
年明け初回は9日です。

安心してお話ができる場を設けたいと思い

時 間：13：00 ～ 16：00

ます。楽しい工作ワークショップも準備し

場 所：ほっと岡山交流スペース

ますので、お子さんもご一緒にどうぞ。ま

参加費：無料

た住宅などに関することなど個別相談にも

申込み・問合せ：ほっと岡山

対応いたします。ご希望の場合はお申込み

＊お願い＝安全の為、メールでの参加連絡

の際にお伝えください。どうぞお気軽にお

をお願いします。件名に「ほっと TIME」
、

申込みください。

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。

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

迎です。倉敷と同じく午後からはゆっくり

●
時 間： 11：00 ～お茶会
13：00 ～おしゃべり会

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。

（15：00 まで）
場 所：ゲストハウス ELEVEN VILLAGE
吹屋（高梁市成羽町吹屋 836）
対 象：避難・移住されてきた方
＊一般の方で参加を希望される方はお問い
合わせください。

この日は、岡山産のお餅をカセットコンロ

飲み物と軽食を用意しますので、どうぞお

参加費：無料 ＊お茶会から参加される一

で焼きながら談話する予定です。よかった

茶会からご参加ください。持ち寄りも大歓

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
申込みください。
＊＊会場への行き来が難しい方は備中高梁
駅で待ち合わせし、乗り合わせますので、
お気軽にお問い合わせください。

毎月第３水曜日 アートのじかん

1/16（水）

ねっこぼっこ
１月は「ねりねりねんど」
。みんなでお
話しながら粘土をこねこね。練って・ま
るめて・つぶして・ふわーっといい香り、
練って・まるめて・かたちにして・壊して、
また練って…♪ 粘土は苦手という人も、
やっているうちになんだか笑顔になってく
る。そんな粘土あそびを大人のみなさんも

11 月に行われたねっこぼっこの模様。
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アロマの香りに癒されるひとときを過ごしにおいでください。

一緒に楽しみませんか？ 粘土の素材はア

＊お名前、
ご連絡先を、
電話、
ファクス、
メー

ロマ石鹸（bio ナチュラルエッセンシャル

ルにてお申し込みください。

オイルやハーブで香りを練りこんだ石けん

＊終了後、交流スペースにて昼ごはんをと

粘土）ですので、持ち帰っておうちで利用

ることもできます。お茶などご用意してい

してください。

ます。
●

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

みんなで学び、みんなで守る

1/26（土）

かぞく防災講座 vol.3

内 容：
「ねりねりねんど」

毎日の暮らしを防災にかえよう！ ちいさ

講 師：大谷見矢子さん（Marbles 代表。

ないのちを守る防災講座
●

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

時 間：13:00 ～ 16：00

認定メディカルハーブコーディネーター、

場 所：灘崎公民館 ( 岡山市南区片岡

芸術と遊び創造協会認定おもちゃインスト

159-1)

ラクター、また、KTC おおぞら高等学院

内 容：講演とワークショップ

非常勤講師を務める）

講 師：あんどう りすさん（アウトドア

参 加：10 名程度、無料、要申込み

流防災ガイド）

＊親子で参加も OK です。

定 員：40 名（要申込・参加無料）＊関

申込み・問合せ：ほっと岡山

心のある方

託児：無料（生後 6 か月から就学前まで）
＊事前予約で先着 5 名
申込み・問合せ：ほっと岡山
＊今回、チラシも同封しておりますので、
詳細はそちらでご参照ください。皆さまの
お越しをお待ちしております。

毎月第４土曜日

1/26（土）

うてんて食堂
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！
●
時 間：11:30 ～ 14:00
参加費：300 円 ( こども無料 )
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イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

2019 年
日

1

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

12/23

24

30

火

月

水

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

25

26

31

1/1

2

6

7

8

9

13

14

15

●相談員：大和田

●アートの時間ねっこぼっこ
●ほっとTIME

20

21

22

●相談員：宮岡
（義） ●ほっとTIME

23

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

27

28

29

●ふるさと交流会
（福島、南相馬、
いわき、郡山）

●ほっとめぐる交流会
in 高梁

●相談員：宮岡
（義） ●ほっとTIME

●相談員：宮岡
（義） ●ほっとTIME

●相談員：大和田

16

30

●ほっとTIME

27

28

3

4

●相談員：宮岡
（義） 仕事納め
（相談業務なし）

仕事始め
●かけはしB
（相談業務なし）

土

29

●ふるさと交流会
（白河）

5

●ふるさと交流会
（福島、いわき、
郡山）

10

11

12

17

18

19

24

25

26

31

2/1

2

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：
臨床心理士

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士
●くるくるお茶会・アロマ

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部

●相談員：大和田

●かぞく防災講座
vol.3
●うてんて食堂

●南区防災講座

●冬期休業期間：12月29日(土)～2019年1月3日(木)

場所：うてんて ( 岡山市北区東古松 2-29)

●相談員：大和田

問合せ・主催：NPO 法人おかやま UFE
TEL：086-231-0861
* 岡山市市民協働推進モデル事業

毎月最終木曜日

1/31（木）

ミニ交流会

●311スタディーズ
vol.10

くるくるお茶会
●ふるさと交流会（白河）

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。
＊相談員の宮岡篤子がご一緒します。

至福のアロマのハンドマッサージにはリピーターの方も！

11

「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

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

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

タ

ッ

フ

ほっと岡山

よ

スーパー

http://hot-okayama.net/

り

事務局 月～金／ 10:00～17:00

●「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」
（DID）

から準備を始めています。何年も使ってな

た信用組合に決めました。電力会社の株主

をご存知でしょうか。体験された方もい

かったビニールハウスのフレームを撤去す

や劣化ウラン弾の会社に資金提供するとこ

らっしゃると思います。私は 2 年前くら

るのも大変なので、そこに植えれば鳥に食

ろは解約しました。岡山では記帳が出来な

いに知って、それ以来ずっと体験してみた

べられそうだったら網も張れるし一石二鳥

いので不自由ですがまあまあ目をつぶって

いなーと思っていたのですが、先日大阪で

だなと、寒い時期ぼちぼちとブルーベリー

います。毎年の抽選会で今年も宝塚公演が

初 DID 体験してきました。大阪に行く機
の植え付けと、ブラックベリーの手入れ。
当たりました。予定が合わず残念！ すご
アクセス
済生会
会があればぜひ！とオススメします。ちな
ブルーベリーは数年先から収穫だろうけ
くいい席です。代わりに行ってもらう友達
病院
裁判所
みにその時、ローカル線で大阪まで行き、
ど、ブラックベリーは収穫できるので、気
車で約10分、徒歩30分
岡山駅からの弾んだ声を聴いて嬉しくもありますが、
やっぱり自分って結構乗り鉄子だなとしみ

になる人は相談日に訊いてください。梅雨

じみ。

のころが収穫時期です。

（かんくみ）

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場

( 宮岡義 )

東口
岡山
駅

西口

アクセス

この企業の心意気をかい応援しています。
( 大和田 )

岡山 駅から 【22系統】
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車

岡山駅から 車で約10分、
●岡山の冬の美味しいものといえば、牡 ↓
路面電車 徒歩30分
桃太郎線 ●年末年始ですね。今年はどんな年でした
でしょうか。新潟の夫の実家では、おせち
蠣！かきまつりに、行ってみるのはどうでバス
◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
東
を大晦日に食べます。食材に気をつけてい
しょう。岡山県内で毎週どこかでやってい
口
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車
岡山 駅から 【22系統】

↓

●コミュニティ・オーガナイジングという市
◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から

民の力で自分たちの社会を変えていくため
【22】系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き
の手法というのがあるのですが、そのコー

【52】系統「（市役所経由）当新田・大東」行き、

ないので、毎年見送っています
( 涙「
)。皆
【52】系統
（市役所経由）当新田・大東」
行き、
↓

県道21号

●私達のお金をどこに預けるか？ 庶民の

座流星群だと思い出し、カーテンをあけたら

う祈願しています。

お金ですから僅かなものですが銀行選ぶの

びゅーんと大きな流れ星！「うがあー！」と

大事ですね。調べるといろいろあるようで

深夜に大声を出してしまい、寝ていた子ど

【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き
（吉田）
岡山市役所

所要時間

◉4番乗り場から

※所要時間約10分

水道局

ほっと岡山（はっとり）
清輝橋駅
●今年は、ブルーベリーを植えようと
12
月
約15分
すが、私は
3.11
後すぐに脱原発を宣言し
もを起こしてしまいました。
【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

大元駅

清輝橋駅

約15分 に帰って頭が飽和状態に。あ、今晩はふたご
【12】
系統「岡南営業所」行きに乗車、
「大学病院入口」
下車

さまの新しい一年が、良き年になりますよ

徒歩

宇野
みなと線

天満屋

西川緑道

イオン
モール
岡山

るので、おせちの仕入れ担当は私なのです
るといえるくらい開催されている気がし
チを年に１回くらいやっています。今年も
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
【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き
山陽新幹線
が、すごく食べてみたい岡山の手作りおせ
ま す。https://sites.google.com/site/
先日トライしました。朝陽が昇る前から陽
天満屋
【22】系統「（市役所経由）
並木町・岡山ろうさい病院」
行き
バス
ちは、大晦日に取りに伺わないと手に入ら
koubougin/
( 宮岡篤
)
が沈むまでの３日間、缶詰めでやるので家
◉4番乗り場から
所要時間

※所要時間約10分
岡山大学病院

一般社団法人 ほっと岡山
スーパー
ほっ
と岡山
Tel: 070
― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561

〒700― 0921 岡山県岡山市北区東古松1―14―24コーポ錦1F
Mail: oﬃce.hotokayama@gmail.com
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
Mail: oﬃce.hotokayama@gmail.com
http://hot-okayama.net/
事務局 月～金／ 10:00～17:00

