平成 31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

2019 年 2 月１日発行 編集・発行：一般社団法人ほっと岡山 岡山市北区東古松 1-14-24 コーポ錦１階
電話：070-5670-5676 メール：oﬃce.hotokayama@gmail.com

2019 年 2 月１日発行 編集・発行：一般社団法人ほっと岡山 岡山市北区東古松 1-14-24 コーポ錦１階
電話：070-5670-5676 メール：oﬃce.hotokayama@gmail.com

2019 年

2

月

春の訪れが待ち遠しいですね。
枯れた草や枝ばかりの木で、
彩りの少ない景色が冬の厳しさを感じさせます。
枝の先にじっとある、かたい小さな芽をみつけると、
春を待ついぶきに思わず、一緒に迎えようね、
と声をかけたくなります。春よ、こい。
ほっと岡山
福島県の冬景色

今月の内容
●特集
原発事故から 7 年後の環境状況
〜 311 スタディーズから
●ほっと岡山レポート
●スタッフ紹介
●催し物のご案内
●みんなの声
●イベントカレンダー
●スタッフから

特

集

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
〜 311 スタディーズ vol.10 より〜
2018 年 12 月 8 日に開催された「311 スタディーズ

vol.10」は『おのみち - 測定依頼所 -』の測定員・

杉原宏喜さんをお招きして、放射性物質による環境の現状についてお話いただきました。その内容
は多岐にわたり、これからの暮らしにおける大きな指標となるものでした。ここでは、そのお話を
抜粋して、お送りいたします。
＊詳細に関しては YouTube の動画「20181208 ほっと岡山学習会」にて、
公開されているので、そちらをご参照ください。

はじめに
福島第一原子力発電所の事故の後、尾
道で測定所を立ち上げて、測定を続けて
きた杉原さん。ご自身の測定や研究の結
果を紐解き、1945 年から現在までに世
界中で約 2,000 回行われた「大気圏内核
実験」の際に飛散した放射性物質につい
ても言及し、
原発事故から 7 年がたった、
西日本を中心とした全国の現状を語って
いただきました。
資料を多用した説明に、
参加者は熱心に聞き入りました。

７年が経過した、現状
原発事故から 7 年が経過し、空間放
射線量は安定してきました。ですが半減
期の長い（約 30 年）セシウム 137 は
2018 年 3 月現在、未だ高い数値を保っ
ています。
私は「おのみち - 測定依頼所 -」の測
定員として放射能測定を続けてきた。土

『図説 17 都県放射能測定マップ＋読み解き集』
「2011 年のあの時・いま・未来を知る」と言う
副題の通り、全国の市民測定所が測定した結
果をまとめ、
さらに「これまで」と「これから」
についての知見を出し合った冊子。ほっと岡
山では、閲覧可能の上、販売もしています。

壌や私たちが普段口にする食品などにつ

だけではなく、過去 1 年間の飼育場所

いてもお話します。

と飼料です。例えば、牛肉に関しては、

まず測定で、
分かったことのひとつに、

ある場所で半年飼育すれば、そこを産地

主にレンコン（主に茨城県産）と川魚か

にできるのですが、個体識別番号をもと

ら検出される放射性セシウムの量がなか

にインターネットで検索をかけて生産履

なか減ってきていない、
ことがあります。

歴を調べることができます。なお、牛は

レンコンは沼地で作るので、泥に蓄積し

生物学的半減期、つまり体内からセシウ

た放射性物質がなかなか出て行きにくい

ムが外に半分出るのが、だいたい 60 日

のかもしれません。ただ、少しずつ数値

なので、1 年前までの飼育場所と飼料を

が減ってきてはいます。

確認することで、安心して食べることが

そのほか、産地に気を配らないといけ

できると思います（＊追記：上記説明に

ない食品には、山菜、柑橘類、栗やきの

誤りがあり、牛肉の産地は、一番長く飼

こ類に、獣肉があります。最近でも西

育された場所が産地となります）
。

日本（島根県）で採れたきのこと東北

マグロとかカツオといった回遊魚につ

（秋田県）で獲れた猪の肉からそれぞれ

いても、あまり汚染は心配しなくても大

100 ベクレル /kg 超えという数値が出

丈夫かなと思います。中でもカツオに関

ました（編集部中：2012 年 4 月から国

しては、高知県の方が送ってきて下さっ

の基準は、一般食品 100 ベクレル /kg、

ていて、ほぼ毎年 2 回ずつ測定をして

乳児用食品・牛乳 50 ベクレル /kg、飲

いるのでデータが集まってきています。

料水 10 ベクレル /kg 以下となり、この

高知・愛媛・宮崎・長崎・鹿児島県産の

基準を超えた食品は流通することができ

カツオのセシウム 137 は検出されても

なくなっています）
。

0.3 ベクレル /kg 程度。この数値は福島

片や思うほど放射性物質を検出しな

の原発事故以前からあるものなので、ま

かったのは、牛乳、卵、鶏肉、豚肉でした。

あ、この辺なら問題はなかろう、と見て

食肉類で、気をつけるべきことは、産地

います。
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測定してきて分かったこと

「ものさし」を尊重する

レンコンの結果

食品の他、取り扱いを注意しなくては
いけないものに「側溝残土」がありま

２

7.59±2.32Bq/kg
セシウム134：3.50±1.44Bq/kg
セシウム137：

す。いわゆる汚泥の取り扱いです。東北
地方（福島県）で市民が一斉清掃をして、
一般ゴミとして処理してしまったのです
が、その汚泥を測定すると、環境省の除
染ガイドラインに基づけば特定の場所に

2011年産〜2017年産でも数値はほぼ変わらず

保管しなくてはならない、つまり指定廃

セシウム137が10Bq/kg前後を推移

棄物扱いになる数値の 8,000 ベクレル
/kg を超えていました。

放射性物質による汚染の最新状況

こういった間違いを防ぐためには、そ
れぞれの「ものさし」をどのように尊重

２

1

するか」が重要になってきます。先ほど
の汚泥を例に挙げれば、市民が一般廃棄
物として扱ってしまったのは、指定廃棄
物申請や法令・判例・基準値等を知って
いる専門家の不在が原因と考えられます。
その他の判断基準に「家庭及び生活環
境・共感できる他人の意見」や「福島第
一原子力発電所の事故以前の基準値」が
あります。冒頭で触れた様に、本日現在
では世界中の地表には天然・人工を含め
て放射性物質が存在しています。だから
自らが求める情報に固執するあまり、自
分に不都合な情報を切り捨てる様な偏っ
た判断をしないことが大事です。その為

放射性物質による汚染の最新状況

に必要なのがしっかりとした知識で、現

福島県

状を知ることで正確な判断ができます。

持ち込み検査

推移

１１

そうすることで初めて自分の子や孫が生
きる未来に繋がっていくと思います
1986 年にチェルノブイリ原発事故の
あったウクライナでは、汚染がなくなる
まで住民を帰宅させません。一方で日本
（福島）では、除染が済めば帰還しても
らうという考え方があります。その良し
悪しの判断は私の方ではできませんが、
100 年後の 2111 年には関東圏、一部
を除いて、汚染状況は生活に差し支えな
いレベルに戻っているのかな、と考えて
います。

市民測定所がまとめた知見
今回、全国の市民測定所のメンバーが
協力して土壌ベクレル測定を行なったこ
とで、福島原発事故発生から、いつ頃放
射性プルームが飛散し始め、降雨によっ
て地上に固着したかが分かり、それらを
まとめた『図説 17 都県放射能測定マッ
プ＋読み解き集』では、私もどういった

て、
情報を注意深く見て、
それぞれの「も

終わりに

のさし」をしっかりと持つことが「これ

自ら、そして全国の市民測定所が集め

から」においても大切だという思いを新

てきたデータなどをもとに、できるだけ

たにしました。お話の動画も公開されて

丁寧に、その知見を伝えていこうという

いますので、ぜひご覧いただければと思

杉原さん。そのお話をお伺いして、改め

います。

形で放射性物質汚染が広がっていったの
か、また、玄米のセシウム汚染について
解説しています。じっくり読んで頂き、
放射能汚染に関する最新の知識を得て、
新たな発見があれば幸いです。

杉原宏喜
「おのみち - 測定依頼所 -」測定員。福山大学工学部生物工学科卒。遺伝子工学に
ついても学ぶ。福島第一原子力発電所事故をきっかけに平成 25 年 2 月に「おのみち
- 測定依頼所 -」を立ち上げる。
『図説 17 都県放射能測定マップ＋読み解き集』にも寄稿。
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ほ っ と 岡 山 レ ポ ー ト
「ほっと岡山」主催のイベントや関わったイベントの模様をご紹介します。

12/19（ 水 ）・（岡山市）
アートのじかん ねっこぼっこ

2018 年
8 月〜 10 月・ほっと岡山（岡山市）
チャリテイーバザー報告

12 月は自然素材を使って「アロマワックスバー ( 蜜ろうのサ
シェ )」を作りました。

平成 30 年 7 月豪雨災害を受け、昨年 9 月から 10 月にほっと岡

100% 天然蜜ろうを湯煎し、溶けた蜜ろうを型に流し込んだら、

山事務所にて行ったチャリティーバザーの収益は 36,000 円とな

固まらないうちに好きな香りをつけます。
「どの香りにしようかな」

りました。大量の支援物資の仕分けをしてくださったボランティア

みなさん、とっても真剣に香りをブレンドされていました。そのあ

の皆様、バザーにお越しくださりお買い上げくださった皆さま、ご

とは、好きな色の花や木の実などで飾りつけ、世界で１つだけのサ

寄付くださった皆様に、深く御礼申し上げます。

シェ「アロマワックスバー」が完成しました。

今回、皆様からお預かりしたバザーの収益は、真備町で活動する

それぞれが作った作品は、リボンと一緒に持ち帰って家で型から

「にっこりプロジェクト」にご寄付することを決定しました。

外し、リボンをつけてお部屋に飾られたことと思います。いろんな

プロジェクトを主宰する小野さんは、東日本大震災では南三陸や南

話をしながら和やかな時間を過ごすことが出来、最後はみんなで深

相馬などで、継続的にボランティア活動に取り組まれ、西日本豪雨

呼吸をしてこの日の会を終了しました。

災害ではボランティアセンターでの活動や被害にあった家の補修、

次回もゆるゆる・のんびり・ふらっと「ねっこぼっこ」の時間を

仮設住宅での交流の場を開催されてこられました。

一緒に楽しみましょう。

「にっこりプロジェクト」は、2 月 17 日 ( 日 ) 開催の「まび新春
まつり」の取り組みに、今回の寄付金を活用したいとのことです。
このお祭りは、地域の住民と、真備の生活再建支援やコミュニティ
再建支援に取り組む団体をつなぐ目的で開催されます。相談ブース
で、支援団体に関する情報収集や相談ができるとのこと。飲食・憩
いブースもあり、ステージ演奏やパフォーマンスなども予定。運営
や当日のボランティアも募集中です。
●日 程：2019 年 2 月 17 日 ( 日 )9:00 〜 16:00
●場 所：まきび公園（倉敷市真備町箭田 3652-1）
●主 催：まび新春まつり実行委員会
●問い合わせ：倉敷市災害ボランティアセンター

支援物資を届けていただいた時の一コマ
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（大谷）

12/19 ( 水 )・ほっと岡山（岡山市）
ほっと TIME
12 月は「正月のしめ縄飾り」を作りました。
「輪飾り」と呼ばれ
る丸いものです。
「縄張り」とも言うように、しめ縄が内と外との
境界になり家内安全を祈願する飾りとなったそうです。晴れやかな
飾りの数々に、喜ばしい気持ちになりました。ほっと TIME では、
今年も子ども達が心身共に健康でいてくれて、様々な活動に取り組
めたらと思います。本年もよろしくお願いいたします。
この様に月に 1 回程度の頻度で制作活動もしますが、それに参加
しないで他の好きなことをして過ごしても良いです。 談話したり、
漫画や小説の貸し借りもしています。小中の女子が居ますが、静か
に過ごしたい男子も来てみてくださいね。

( 吉田 )

12/22（土）・うてんて食堂（岡山市）
うてんて食堂・餅つき会
ほっと岡山事務所のすぐそばに「うてんて」という大きな看板を
見つけたことはありませんか？ ここは医療、福祉、居住、就労等
の支援に取り組む NPO 法人おかやま UFE さんが運営するスペー
スで、月に一度、地域の方が誰でも気軽に参加できる「うてんて食

12/22（土）・建部町公民館（岡山市）
安積遊歩さん・宇宙さんの
お話とグループワーク

堂」を開催しています。ほっと岡山も一緒に岡山市市民協働推進モ
デル事業として、2018 年 5 月からお手伝いをしています。
地域には、高齢者、障害者、刑余者、被災者、ひとり親世帯、生
活保護受給世帯など、住まいや暮らしに困りごとや悩みを抱えなが
ら暮らしている方がいます。こうした方々は、悩みを誰かに打ち明

「サポートグループたんぽぽ」主催で「ありのままでいい社会を、

けられなかったり、他の地域から移り住んだために相談できる人が

一緒に作りましょう。
」というテーマで、講師の安積宇宙さんのお

いなかったり。地域の皆さんと一緒に食事を通じて、お互いを知る

話をたっぷり聞くことができました。22 才で車イスで 16 ヵ国旅

きっかけとなり、日頃から困りごとを話せたり、支え合える環境づ

したことのある宇宙さん。そのうちの半数の国は一人旅とのこと、

くりを行う場、それが「うてんて食堂」です。

素敵すぎです。在学中のニュージーランド大学やコミュニティの自

昨年 12 月は恒例のお餅つき。60kg をつく！ とのことでお手伝

由さを感じることができました。後半は参加者一人一人が避難当時

いに行ってきました。つきたてのお餅をみんなでまるめ、お雑煮や

の体験や今の思いを語り、お互いに耳を傾け合い、講師のコメント

豆餅、
あんころ餅に変身。おいしくわいわいと賑やかな１日でした。

から元気や勇気をいただきました。
（＊この度、
「RC サポートグルー

毎月開催していますので、お気軽にのぞいて見てくださいね。また

プたんぽぽ」は「サポートグループたんぽぽ」に名称変更しました）

ボランティアサポーターも大募集とのことです。ぜひ！
（はっとり）
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（下山田）

12/23（日）・さんかく岡山（岡山市）
安積遊歩さんをお迎えして

12/30（日）・ホテルラフィーヌ原ノ町（福島県南相馬市）
ふるさと交流会 南相馬会場

〜「学校に行かない子をもつ親の会」主催〜

福島市とは異なり、降雪はなくても風が冷たい年の瀬、恒例の「ふ

安積遊歩さんのお話を聞いた後、参加者一人一人が自分の体験や
子どもの現状を語り、お互いに耳を傾け合い、講師のコメントから
元気や勇気をいただきました。
お話やワークはとても分かりやすく頭ではなく心に届く内容で、
参加者の方から「ひとりじゃない、自分にもできることがまだまだ
あると感じた。
」
「自分の心に正直に向き合えました。
」などコメン
トをいただきました。
（下山田）

るさと交流会・南相馬会場」を原ノ町駅そばで開催しました。参加者
は、静岡、大阪、京都、岡山に避難されている世帯の方々。避難元自
治体もそれぞれですが、交流会へ参加するたびに顔見知りも増えてき
たご様子もうかがわれました。避難した先の支援もばらばら、避難元
の支援もそれぞれの中、お互いに今の暮らしやこれからのことについ
て、話を聞きあったり労ったり、アットホームなひとときとなりまし
た。司法書士の先生、また託児スタッフの方（岡山出身で保養でもお
世話になった方です）と、今の南相馬の様子についてもお話をうかが
うことができた貴重な機会でした。
被災地に住んでいる方たちと、安心して本音が話せるような交流会

12/30（日）・こむこむ館（福島県福島市）
ふるさと交流会 福島会場

に育てていきたいと思いました。
（はっとり）

福島市では 29 日から降雪が続き、福島地方気象台によると交流
会当日の 30 日午前 8 時時点の積雪の深さが 42 センチを記録、
1970（昭和 45）年 12 月 1 日と並び 12 月の観測史上最高となっ
たそうです。そんな天候の中、約 40 名の方が福島会場に参加され
ました。中には沖縄へ避難され、冬の福島は震災後初めてという方
もいらっしゃいました。
今回、福島会場では手仕事ワークショップとしてエコクラフトの
コースター作りを用意しました。講師からの説明を受けながら最初
は皆さん慣れない作業に悪戦苦闘していましたが、次第に慣れてく
ると「慌ててスノーブーツを買った」
「久しぶりの雪かきに疲れた」
など思いがけない雪やそれぞれの避難先での暮らしについてなど話
題は尽きませんでした。
また県内でマルシェを開催されている方から今の福島の衣食住か
らまちづくりに関することまで幅広くお話を聞くことができまし
た。
子どもたちも中高生はエコクラフトに挑戦したり、小学生はミニブ
ロックやペーパークラフトを楽しみました。
参加者もスタッフも帰り際には「またお会いしましょう」と声を掛
け合う和やかな交流会となりました。

c

o

l

（かんくみ）

u

m

n

12 月 30 日飯館村の風景。冷たい風に時折舞い上がる、フレコンバックにうっすら積もった雪。
農地として人々の暮らしを支えていた土地が、「除染廃棄物」の仮置場となって、綿々と広がる
景色。中間貯蔵施設に搬出され、昨年より緑の山が減ってはきたものの、からだの芯から締めつ
けられる思いがした。
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菅野久美子（かんの

ほっと岡山で仕事をするメンバーたちのプロフィールと、
活動に対する思いなどをご紹介します。

福島県生まれ。震災前は 4 世代同居で生活していたが、原発
事故により伊達市から関東へ子どもと共に避難。2013 年 4 月
に玉野市へ避難移住。同市で他の避難者と共に交流会やワーク
ショップなどを開催するグループ活動を継続。2017 年より一
般社団法人ほっと岡山の事務局担当。

質問の内容：
①

ほっと岡山で仕事をするようになった経緯

②

ここまでの来歴

③

やりがい／所感

④

今後の展望

①

今住んでいる玉野市でワークショップなどを開催す
るにあたっていろいろとサポートしてもらう中で
ほっと岡山がどういった団体かを知り、その事務が
作業内容に対して人手不足で大変そうだなと思い、
ちょうど求職活動中だったので履歴書を持参しまし
た。

②

震災前は地元の小さな印刷所に勤務していました。
震災後は市役所の臨時職員を当初避難していた東京
でも岡山でも経験しました。行政の内側に入った経
験は福島県職員とのやり取りもある今の仕事に活か
されているかもしれません。

③

原発事故が起きるまで原発の問題に無関心だった自
分自身への怒りも含め、今起きていることから目を
背けたり、なかったことにしたくないので、広域避
難者支援に携われるほっと岡山の仕事はとてもやり
がいを感じます。

④

しんどい時もありますが、原発事故をなかったことに
されないためにできることを続けていこうと思いま
す。同時に子どもが巣立った後もちゃんと暮らせるよ
うになりたいです。

丹治泰弘（たんじ・やすひろ）・理事

司法書士。日本司法書士会連合会統合災害対策本部部員。福島
の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）副代表。
3.11 以降、福島市から岡山市に子どもの被ばくを避けるために
家族で移住するも、平成 30 年春に帰還。被災地域の住民、自
主的避難（者）の当事者の一人でもある

①

被災者支援活動をする中で、現在のほっと岡山の前
身である、受け入れネットワークほっと岡山の活動
に関わるようになり、法人設立を機に理事に就任し
ました。

②

プロフィールにあるとおり、被災者の一人として、
また、司法書士として、日本司法書士会連合会統合
災害対策本部や、福島の子どもたちを守る法律家ネッ
トワーク（SAFLAN）、また、全国青年司法書士協議
会（全青司）原発事故被害対応委員会委員長等を務
めて来ました

③

被災者の一人として、司法書士として、また、小さ
い子をもつ親の一人として、未来につながる支援活
動を行っていきたいと常々感じています

④

原発事故被災者支援の現場では、現状、なかなか明る
い展望が見えてきませんが、それでも自分の出来るこ
と、また、やるべきことを可能な限り続けていきたい
と思っています

くみこ）
・事務局長
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吉田絵里 ( よしだ・えり )・事務員

東京都出身。3.11 以降、モットーは「健康第一」
。趣味は読書と
Twitter。

①

昨年のほっと岡山事務所での餅つき会がきっかけで
した。それまでほっと岡山も、広域避難者登録も、
子ども未来ネットワークのメーリングリストも知り
ませんでした。服部さんとお話して、避難者・移住
者のお子さん達に不登校になる子が多いと伺い、自
分が当事者ということもふまえて、8 月に転職しま
した。事務と、子どもの居場所「ほっと TIME」を担
当しています。

②

教諭勤めの後、海外 NPO の事務局で通訳や秘書的な仕
事をしていました。帰国後は主に事務仕事をしていたの
で、ここでも活用できていると思います。

③

避難者や移住者の皆さまとお会いできるのが一番の
喜びです。イベントも多いので、タイミングが合え
ばぜひご参加くださいね。

④

小さな展望なのですが、
「ほっと TIME」を、ツール
でバーチャルにも ( 県内外で ) 子ども同士がゆるく繋
がれる場所にしたいなと考えています。

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 2 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。

2/5（火 ）

地域で支え合い暮らし
ていくための食を通じ
た居場所づくりと支援
のあり方
ーしっぽふぁーれの取
り組みの報告ー
医師、看護師、ケアマネジャー、弁護
士、行政や社協、NPO など、地域には困

電話／ファクス／メールにて、氏名 連絡
先をお知らせの上、お申し込みください。
（締切：2/1)
T E L：0 1 2 0 - 5 6 6 - 3 1 1 / F A X：
086-230-4561 / E-mail：office.
hotokayama@gmail.com
＊平成 30 年度岡山市市民協働推進モデル
事業
「住まいと暮らしに困り事を抱えている人の
居住定着を目指した相互支援・相談支援事業」

毎月第３水曜日 アートのじかん

2/20（水）

りごとを支える様々な専門家や支援機関が
あります。ご近所さんや勤務先、商店や不

ねっこぼっこ

動産屋さんなど、日常生活で関わる方が支
えになることもあります。しかし、ひとり

2 月は「毛糸編み編みリリアン」です。

ひとりが抱える悩みや困りごとはとても複

みんなでのんびり手しごとしましょう。寒

雑で、どれだけ優れた専門家でも一人で解

い 2 月、たまにはゆっくりお部屋の中で

決することはできません。

過ごす時間もいいものです。ほっと岡山の

医療や介護・福祉、年金など様々な専門

あたたかい交流スペースでふんわりふわふ

家、不動産業者などの民間企業、地域住民

2/6,13, 20, 27

の一人として支え合うことが大切です。そ
んな地域を実現するための仕掛けが、食を
通じた「居場所づくり」の事業です。
支え手・受け手の隔たりがなく役割を持
ち、助け合いながら、誰もが自分らしく活

わの毛糸でリリアン編みをやってみません

毎週水曜日

や時には障害者など当事者自身も支える側

学校に行かない
子達の居場所
「ほっと TIME」

躍できる地域コミュニティの育成と、専門

子ども同士の交流の場です。開催時間中

家による支援のあり方について、あらため

の来場・帰宅は自由です。のんびりしたい

て考えてみていただければと思います。

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

内容：

話したり、本を読んだり、ボードゲームな

＊第１部 基調講演 13:30 ～ 14:20

どをして過ごしています。子ども同士が良

「誰もが自分らしく活躍し、安心して暮ら

い影響を受けあい、11 月末から勉強会も

し続けられる地域に」

始まりました。よかったら来てみてくださ

講師 水谷 賢 氏（岡山パブリック法律事

いね。

年東日本大震災の時に日弁連副会長を務め

時 間：13：00 ～ 16：00

る。平成 30 年に旭日中綬章受章）

場 所：ほっと岡山交流スペース

＊第２部 成果発表 14 時 30 分～ 15

参加費：無料

時 30 分

申込み・問合せ：ほっと岡山

⑴「安楽亭」
（NPO 法人岡山・ホームレ

＊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」
、

ス支援きずな）
⑵「うてんて食堂」
（NPO 法人おかやま

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。

UFE）

編みものは苦手という人も楽しくハマっ
てしまうというリリアン。仕上がりは、そ
れぞれのアイデアで何が出来るかお楽し
み。幼児から大人まで楽しくつくることが
できます。
●
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
内 容：
「毛糸編み編みリリアン」
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

●

務所・弁護士：弁護士歴 45 年。平成 27

か。

⑶「岡輝みんな食堂」
（佐藤医院 ）
＊質疑応答・意見交換会 15 時 30 分～
16 時 00 分
●
時 間：13:30～16:00
（13:00から受付）
場 所：岡輝公民館（岡山市北区旭本町 1
番 80 号）
参加費：無料（定員 50 名）
申込み： しっぽふぁーれ事務局（一般社
団法人 ほっと岡山）＊
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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

わくわくたまの

2/23（土）・24（日）
わくわくワーク
ショップ Vol.06

2/28（木）

office.hotokayama@gmail.com
＊この事業は、タケダ・赤い羽根広域避難

「図説」17 都県
放射能測定マップ
読み解き会

者支援プログラム 2018「岡山県内にお
ける避難者支援のための社会関係資本形
成・連携事業」の助成を受けて開催します

今回のわくわくワークショップは子ども

『「図説」17 都県放射能測定マップ＋読

たちからの発案で、自分たちの「好き」を

み解き集』は、東日本大震災による福島原

表現するワークショップとして
「コスプレ」

発事故後、日本各地で立ち上がった「市民

をやります。1 日目はまず自分たちの好き

放射能測定所」のネットワーク、
「みんな

なものについて語り合い、希望のコスプレ

のデータサイト」による 6 年間の活動の

について講師に相談する場を持ち、2 日目

測定結果を集大成としてまとめ地図化、解

にコスプレ体験をします。会場で衣装を借

説を収録したものです。

りることも可能ですので、衣装をお持ちで

どこにどれだけの放射能があるのか、食

なくても大丈夫です。詳細についてはお問

べ物は、水は、土は？と、皆が大きな不安

い合わせください。
●
時 間：2/23（土）13：00 ～ 16：00
2/24（日）11：00 ～ 16：00
場 所：ゲストハウス（玉野市築港）
対 象：小中高校生（避難・移住してきた
お子さん優先）
定 員：10 名

毎月第４土曜日

2/23（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

参加費：1,000 円
申込み・問い合わせ：わくわくたまの
wakuwaku.tamano@gmail.com
（かんの）
またはほっと岡山までご連絡ください。
＊希望者は会場に宿泊も可能（別途費用が
かかります）
＊保護者の見学希望もお申し出ください。

2/26（火）

第３回
被災者支援・地域
生活支援研修
被災者支援から地域福祉・地域づくりへ。
東日本大震災の事例を通して学びます。被
災者支援や地域支えあいのまちづくりに取
り組む、さまざまな方のご参加をお待ちし
ています。
非専門職の被災当事者が担い手となった
宮城県の被災者支援から学びます。支援の
変化の見通し／個別支援と地域支援／見守
り相談活動について／支援者のための支
援。
●
日 時：13:15～16:00
（13:00から開場）
場 所：ウィズアップくらしき・倉敷市
男女共同参画推進センター（倉敷市阿知 1
丁目 7 番 1 － 603 号くらしきシティプラ
ザ東ビル【天満屋倉敷店 6 階】
）
（予定）
対 象：7 月豪雨災害で相談支援等に関わ

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 )
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
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 ミニ交流会

2/28（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。午後からは読み解き会がありますので、こ
の日は12時までとなります。
●
時 間：11:00 ～ 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。
＊相談員の宮岡篤子がご一緒します。

を抱えました。農家さんは「自分の畑の放
射能はどの程度か」悩み「ここで作った作
物を食べてもらって大丈夫か」と迷いまし
た。
この度は「避難元及び移住元等の都県
マップ解説」
「お米、魚、粉ミルク、牛乳
等普段食べているもの」
「灰の情報及び注
意喚起（ペレットストーブ等）
」を主に解
説していきます。
●
時 間：13：00 ～ 15：00
場 所：ほっと岡山交流スペース
参加費：無料
定 員：15 名
託 児：あり（要事前申し込み）
申し込み・問い合わせ：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、③託児の有無（有の場合、託児を
希望されるお子さんのお名前と年齢もお願
いいたします）
＊このイベントは「立正佼成会一食平和基
金」の助成金を活用しています。
＊講師
「みんなのデータサイト」
からお二方いらっ
しゃいます。
●大沼淳一（未来につなげる・東海ネット
市民放射能測定センター【C- ラボ】
）
宮城県生まれ。東北大学理学部、名古屋
大学大学院分子生物専攻。約 20 年間にわ
たって環境と開発をテーマとして
「環境論」
を講義、森林ボランティア活動などを続け
ている。
3・11 福島原発事故が起きて以来、科学
技術論に基づく原発事故の解説、リスク評
価・管理手法批判および放射線・放射能の
基礎知識などについて各地で講演活動を続
けている。

る方、地域の方

●杉原宏喜（おのみち - 測定依頼所 -）

参加費：無料（定員 40 名）

福山大学工学部生物工学科卒。遺伝子工学

講 師：真壁さおり氏（宮城県サポートセ

についても学ぶ。福島第一原子力発電所事

ンター支援事務所）

故をきっかけに平成 25 年 2 月に「おの

主 催：一般社団法人ほっと岡山

みち - 測定依頼所 -」
を立ち上げる。
『
「図解」

お問い合わせ・お申し込み：一般社団法人

17 都道府県放射能測定マップ集』へ寄稿。

ほっと岡山
TEL : 070-5670-5676 / E-mail :
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み

ん

な

の

声

ほっとおたより NEWS では「みんなの声」をお待ちしています。

最近思うことや、交流会の感想など、皆さまの一言をどうぞお寄せください。
＊いただいた投稿は、誤字以外そのまま掲載させていただきます。特定の方への誹謗中傷などは、掲載を見送る場合もあります。
＊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。

★ 3.11 以後も時はそれまでと同じスピードで流

★こんにちは。皆さんお元気ですか。石巻から岡

れ、何年も年を重ねる中で、東日本の実情はどう

山に移住して 7 年が経ちます。東京に残った息子

なのだろうか。テレビなどで聞こえてこない小さ

は熱中症から難病になり、今年は大変な時になり

な声には、どのようなものがあるのだろうか。様々

ました。でも、1 年間の介護から、自立し一人で

な方のそれぞれの考えや意識、知識はどうなのだ

生活できるまでになりました。病気は生きている

ろうなどと、わが家の今後を考える上で、いろい

以上、避けられないものでしょう。互いに助け合

ろな実情を知りたいなと思う今日この頃です。

うことと、それでも生きる意志が大切と知りまし

（50 代／女性）

た。
（60 代／女性）

★ほっと岡山の皆様、今年もいろんな案内をして
下さってありがとうございました。周りに同じ移

★岡山に避難移住して 5 年近く経ちました。岡山

住者さんがいないので、さみしさを感じる時もあ

に来て未だに孤独感を感じますが、ほっとおたよ

りますが、こうやってほっと岡山さんからの大き

りを見て「ほっと」しています。苦しい生活ですが、

な封筒を見るだけで、なんどもホッと助けられま

前を向いてがんばります。皆様良い年になります

した。

ように。

（40 代／女性）

（50 代／女性）

ほっとおたより NEWS を置いてくださっている団体やお店

( 順不同・敬称略 )

ゆうあいセンター

岡山市北区南方 2–13–1

うてんて（毎月最終土曜に食堂開催）

岡山市北区東古松 2 丁目 2–9

エコロジー＆ナチュラルフーズ

岡山市北区西古松 250–109

らんらん亭

きらめきプラザ 2 階

フジビル 102

やすらぎの泉

和気郡和気町衣笠 725– １

コットン古都夢

岡山市北区出石町 1–8–6

ぜろどーなつ（毎週火曜 9-15 時営業）

岡山市北区富田町 2 丁目 2–16

おいでんせぇカフェ（毎週水曜）

岡山市北区西古松 2–2–8

まみパンストア・南方カフェ

岡山市北区南方 1 丁目 5–10

復興ボランティア支援センターやまがた

山形県山形市松山 3 丁目 14 番 69 号

10

ラポルト大元駅前ビル 1 階

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
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●相談員：宮岡
（義） ●ほっとTIME

●相談員：大和田

●ほっとTIME

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

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部

金

土

24

25

26

31
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●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士
●くるくるお茶会・アロマ

2

●南区防災講座

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

●うてんて食堂

●ほっとTIME
●相談員：大和田
●地域で支え合い暮らしていくための
食を通じた居場所づくりと支援のあり方

5

6

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

7

8

9

11
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13

（義） ●ほっとTIME
●相談員：宮岡

14

15

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義）

16

18

19

●相談員：大和田

25

フ

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

よ

26

●第3回被災者
支援地域
生活支援研修

●ねっこぼっこ

20

21

22

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

23

27

28
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2

●ほっとTIME

●ほっとTIME

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士
●くるくるお茶会・アロマ

●うてんて食堂

り

●年明け、
福島から岡山へ戻る道すがら、

楽園、西大寺から牛窓に行く途中神崎の

られるかな。元気かな」と思った時、駅

ふと子どもが春から中学生になること、

梅園、閑谷学校 、兵庫県の綾部山梅林、

伝を見たくなった。予想外の展開もあり

そして中学生は公共交通機関が子ども料

など暖かい日に出かけてみてはどうで

往路復路両方、TV の前にいた。彼が毎

金ではなくなることに気づき愕然としま

しょう。

年応援していたおもしろみも、多少は感

( 宮岡義 )

じられた 2 日間だった。今年ほどゆっ

した。車を持たず、電車やバスでの移動
が主な我が家にとっては大打撃。それで

●あけましておめでとうございます。
（書

くりとした正月はなかったかも。さて来

も世界を狭めることはしたくないので、

いてるのは 1/8）みなさん、いちごは

年はどこでどう迎えているだろう。

むしろ中高生の時にいろんなものに触れ

食べましたか。フルーツ岡山いちご狩り

てほしいと思うので家計の見直しが必須

の季節ですね。いちご狩りに行く予定は

です。あぁ、さようなら、子ども料金。

ないけれど。パフェ食べに行こうかな。

●昨年末の南相馬行き。11 月に倉敷市

フルーツパフェの街おかやま http://

で開催された
「日本子ども虐待防止学会」

www.okayama-cci.or.jp/activation/

で「語りにくさと子どもたち」を展示し

fruitparfait.html

た際にご参加された方が立ち寄ってくだ

（かんくみ）
●皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

( 宮岡篤 )

さいました。
子どもの心のケアのご専門。

早いもので、ほっとおたより NEWS も
2 月号です。冬来たりなば春遠からじ。

( 大和田 )

●今までやったことのない事を 2 つ。

「何かお手伝いすることがあれば。
」との

年を越えたら、もう春に向けて時は流れ

「元旦に初詣に行ったこと」
「箱根駅伝の

お申し出も嬉しかった。
伝書鳩のように、

ていくのですね。もう少しゆっくりと時

TV 中継を見たこと」
。6 〜 7 年間仕事

全国あちこちでいただく暖かな声を、こ

が流れてくれたらいいのですが。( 吉田 )

で週一回は会っていた人がいる。毎年箱

のお便りの向こうにいらっしゃる皆さん

根まで母校の応援に行き、年明けに会っ

に届けなければ！ です。

●梅の花咲く頃です。桜と違って人も多

た時、いかに駅伝が素晴らしいか力説し

くなく静かに花を眺めていられます。後

ていた人である。
「あの人はどうしてお
11

（はっとり）

「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・メールにて対応アクセス
時間：火・木・金・第2土／ 10 : 00 ～ 16 : 00

済生会
病院

西口

東口
岡山
駅

裁判所
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、
岡山駅から 車で約10分、徒歩30分
さまざまな相談・お悩みをお聞きしています。
◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
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。
岡山 駅から 【22系統】
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車

東 済生会
病院
口

済生会
病院

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場

路面電車

駅から 【22系統】
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車
↓ 岡山 ◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から
所要時間
◉4番乗り場から

約15分
【12】
系統「
岡南営業所」
「大学 病院入口」
下車
【52】系統「
（市役所経由）
当新田
・大東」
行き、行きに乗車、
↓

県庁通り

岡山市役所

西川緑道

宇野
みなと線

岡山大学病院

水道局

大元駅

大元駅
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※所要時間約10分
一般社団法人
ほっと岡山
所要時間
◉4番乗り場から

約15分 ほっと岡山
【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
〒700― 0921
岡山県岡山市北区東古松1―14―24コーポ錦1F

清輝橋駅

スーパー

※所要時間約10分
【52】
系統「（市役所経由）当新田・大東」行き、
↓
◉4番乗り場から

約15分
岡南営業所」
行きに乗車、
「大学 病院入口」
下車
徒歩【12】系統「【62】
系統「南ふれあいセンター
・岡南飛行場」行き

清輝橋駅

※所要時間約10分
〒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
Tel: 070 ― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561

岡山大学病院

ほっ
と岡山
岡山大学病院

【22】系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き

【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き

所要時間

天満屋

清輝橋駅
スーパー

バス

徒歩

天満屋

岡山市役所

ほっと岡山

【22】
並木町・岡山ろうさい病院」行き
◉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）

バス

県庁通り

水道局

宇野
み水
なと
線局
道

県道21号

【62】
系統
「南ふれあいセンター
・岡南飛行場」行き
「
大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車
岡山徒歩
駅から 【22系統】

天満屋

西川緑道

イオン
モール
岡山

岡山市役所

山陽新幹線県道21号

岡山駅から 車で約10分、徒歩30分

東
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口
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口
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駅

西口
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駅

西口

山陽新幹線

【22】系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き

徒歩30分
岡山駅から↓車で約10分、
【52】
系統「（市役所経由）当新田・大東」行き、
◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
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イオン
モール
岡山

桃太郎線

桃太郎線

バス
アクセス
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県庁通り

◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から

↓

路面電車

Mail:Mail:
oﬃce.hotokayama@gmail.com
oﬃce.hotokayama@gmail.com
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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

事務局
月～金／
10:00～17:00
Tel: 070
― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561
Mail: oﬃce.hotokayama@gmail.com
http://hot-okayama.net/
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事務局 月～金／ 10:00～17:00

「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。
311 避難者支援カードに登録いただくことで、できる支援
●岡山県からの情報提供が終了後も、直接お便り等が届きます
●災害時、安否確認をいたします
●希望されている方にむけて、訪問相談や同行支援をいたします

Web でも『ほっと岡山』の活動などをご覧いただけます

ほっと岡山

検索
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