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新しい暮らしのリズムがスタートする季節ですね。

月

山々の芽吹きの色あいが、日ごと緑を増していきます。
2018 年度も、たくさんのアンケートやご意見をお寄せいただき
ありがとうございました。
一つひとつの声を国や避難先、避難元の行政に届けるのと同時に、
それらを元に、私たちほっと岡山が取り組む支援に反映させて
いきます。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
ほっと岡山

ねっこぼっこに参加したお子さんの作品

今月の内容
●特集
消されゆく被害について考える
ー 311 スタディーズより
●ほっと岡山レポート
●みんなの声
●【新連載】私のソウルフード
●催し物のご案内
●イベントカレンダー
●スタッフから

特

集

消されゆく被害について考える
―避難元、避難先の証言から―
311 スタディーズ vol.11 より
3/16 に開催された「311 スタディーズ」は「消されゆく被害について考える ―避
難元、避難先の証言から―」と題して、宇都宮大学国際学部准教授の清水奈名子
さんをお招きして、原発事故の「語りにくさ」について人権・ジェンダーの視点
も踏まえ語っていただきました。原発事故に関連した、
避難元、
避難先の被災
（被害）
当事者に共通する苦悩を受け止め、見えにくい被害の可視化とこれからについて、
皆熱心に聞き入りました。ここではその内容を抜粋してお届けいたします。

原発避難者の存在が見えにくくなっている現状
「福島原発事故は実はそれほど

が見えなくされるなかで避難指

大したことではなかった」とい

示が次々に解除されることは、

多様な原発被害者の存在と、
リスクの受け止め方の多様性

「避難者はもう帰還できる」とい

避難指示区域からの避難者の

例えば小中高生が原発事故と

う印象を社会に与えることにな

多くも、避難指示が解除されれ

放射線の影響について学ぶため

ります。避難者への支援は打ち

ば支援も打ち切られるので、不

に文部科学省が作成する『放射

切られ、避難者数の減少が発表

本意でも帰還するか、また経済

線副読本』の最新の改訂版から

されていますが、それは「それ

的に困窮する中で避難先に留ま

は、水素爆発後に骨組みだけに

でも避難を続ける人たちは自分

るかの選択を迫られています。

なった建屋など元々あった事故

の都合であり、もう避難者とし

ところが現状は「避難を続けた

当時の写真が一切なくなりまし

てカウントしません」という、

い」と言うと、
「お金が欲しいだ

た。さらに中高生版では過去 7

現在の復興庁や福島県の姿勢を

けだ」
「ヒステリーでわがままだ」

回出てきた「汚染」という言葉も、

反映しています。そして 2017 年

「福島を捨てた」など、
一部の人々

「汚染水対策ポータルセンター」

の住宅支援打ち切りを機に、福

が浴びせる心無い言葉が、避難

という固有名詞の中で 1 回使わ

島県内の避難指示区域から逃れ

継続という選択をタブー化し、

れるだけです。その結果、実際

た自主避難者は事実上カウント

困難にしているのです。

の事故の深刻さに関する情報が

されなくなり、避難者の存在が

さらには、避難継続を希望す

曖昧にされてきています。

今どんどん見えにくくなってい

ることが「福島を危険視する差

るのです。

別行為だ」と今、言われ始めて

う議論が今、強まっています。

このように、現在も続く被害

います。所謂「福島差別論」です。
避難したお子さんが受けたいじ
めをきっかけに出てきたもので、
大まかに言うと「福島が未だに
汚染されているとか帰れない場
所であるという議論自体に、福
島差別を呼び起こす問題がある」
というものです。
「原発事故の被害はそれほど大き
くなく、福島のこどもたちにも
健康影響は出ていないのだから
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差別するのはおかしい」と。よっ
て、健康影響の不安を口にする
こと自体が、福島の人が病気に
なっているという誤解を生む「福
島差別」なんだ、と。このよう
な議論が罷り通れば、事故で拡
散した放射性プルーム、それが
こども達に与える健康影響、住
民が受けた被害、果ては避難者
の存在までがタブーとされ、否
認されるようになります。そし
て福島県以外に広がった汚染に
ついてはさらに見えなくされ、
被害が局所化される恐れがあり
ます。
しかし、現実は、福島県内の
避難指示区域からまたは区域外
から避難された方、福島に残っ
たまたは戻った方、県外で避難
を続ける方、県外に暮らしなが
らお子さんに健康被害が出た方
など、今もたくさんの原発被害
者が存在します。そして同じ被
害者の中でも、避難指示の解除
基準となる「空間線量率で推定
された年間追加被ばく線量が 20
ミ リ シ ー ベ ル ト（mSv） 以 下 」
という数値が高くて危険だと思
う人もいれば、謂れない差別や
経済的な理由で受忍している、
またはせざるを得ない人もいる
のです。また、
同じ福島県内でも、
先ほど挙げた「福島差別論」が、
風評被害に悩む一部の県民から
支持されているのも確かです。

一人ひとりが声を上げること
の大事さ

が、立場の異なる人々の間で今

質問を繰り返すやりとりが続き

後の共通利益を生むかを模索す

ますが、このやりとりが被害者

ることです。例えば、先ほど話

の自由や権利回復に繋がるので

した避難指示の解除基準である

す。かつて高木仁三郎という在

「20mSv」を撤回できれば、今、

野の物理学者が、原子炉を称し

福島県に住んでいる人にも、他

てそこで働く人でさえ全貌をつ

県の汚染地域に住んでいる人に

かめず、国家権力が情報統制を

もメリットになるはずです。ま

しないと動かせない巨大なシス

たは、万が一被曝の影響で健康

テムは軍事・民間用に関わらず

被害が出てしまった場合の実効

極めて非民主的だと言っており

性のある対策の保障や、被害者

ました。ここに臆することなく

の意志決定に必要な情報公開や

問いを投げかけて、私たちがそ

責任説明を果たすことを国や東

れについて知る。こうした手間

電に求めることも、立場を超え

のかかる、しかし重要なやりと

た共通の利益をもたらずはずで

りを通して、何が問題か議論し

す。

ていくところから今また始める

そのためには、
「自分は放射能

必要があると思います。

のことや原子炉のことをよく分

そうした意味で「自分の言葉

からない素人だから、口を出し

で語ることが社会を変える第一

ちゃいけないのじゃないか」と

歩」というのは、私が考えたこ

臆することなく、私たちひとり

とではなく、自主的な市民の勉

一人が声を上げることが大事に

強会に何度も足を運ぶ内に、み

なります。

なさまから教えていただいたこ

政府や企業の意思決定に関わ

とです。

る専門家・政治家・官僚といっ

被害者が分断され、原発事故

たエリートたちは、専門用語の

清水奈名子 （しみず・ななこ）

の被害が否認されて不可視化す

中に閉じ籠るばかりで、主権者

ることで、国や東電の加害責任

の私たちが「どう説明して欲し

が曖昧になるなか、
、私たちに

いか」を伝えて初めて「どう説

できることがあるとすれば、ま

明すればいいか」に気づきます。

ず被害者のどのような権利回復

その回答は恐らく難解で、また

宇都宮大学国際学部准教授。専門は国際関係論、
国際機構論。主な研究テーマは「戦争規模の国家
的危機と国内避難民発生」について。2011 年 3 月
11 日は栃木県宇都宮市で被災。「福島原発震災に
関する研究フォーラム」メンバーとして、福島県
からの避難者および栃木県の放射能汚染地域被災
者への聞き取り調査、アンケート調査などを実施
してきている。
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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。

みの「みつろうキャンドル作り」を用意しました。ま

3/20（ 水 ）・ほっと岡山（岡山市）

ずは子どもたちから作りはじめ、その間に大人はテーブ

アートの時間 ねっこぼっこ

ルごとに自己紹介。それぞれが避難先で感じたこと、特

3 月は赤・青・黄色の 3 色の水彩絵の具を使って絵の

に文化の違いに驚いたこと、方言のことなどの話題は尽

具で遊んでみました。

きず、どのテーブルもスタッフが驚くほどの盛り上がり

なーんにも考えずに 3 色の色をペタペタ塗ってみた

でした。そのままおしゃべりをしながら大人もみつろう

り、偶然出来た形からお花や思いついたものを描いてみ

キャンドルを作り、子どもたちはサンキャッチャー作り

たり。それぞれの色の絵の具が重なり、どんどん色が増

やカプラ遊びなど思い思いに楽しんで過ごしました。

えていきます。 描いているうちにだんだんいろんな色

そして交流会の終わりにはキビタンが登場。2018 年

のみんなが集まってきて紙の上で踊っているような…そ

度、キビタンは県内避難者・県外避難者の交流会を訪問

んな錯覚に陥りながら楽しくなってきます。

し、キビタン体操などを実施していたそうで、今回は福

参加してくれた小さなこどもたちも絵の具が初めてと

島会場を訪問してくれました。体操はやりませんでした

は思えないくらい優しく筆を持ち、紙の上を走らせなが

が、
福島では大御所ゆるキャラと言えるキビタン
（23 歳）

ら楽しく画用紙を色で埋めていきました。みんな違って、

の登場にみんなで写真を撮ったり、参加者の皆さんもス

みんなステキ！

タッフも最後まで楽しんで交流することができました。

（大谷）

（かんくみ）
子どもたちも楽しんだひとときでした

3/24 ( 日 )・コラッセふくしま（福島市）

ふるさと交流会 福島会場
三寒四温の季節とはいえ、今年の春は寒暖差が厳しい
と思っていたら、この日の午前中の福島駅前は雪が舞っ
ていました。もちろん年末の時のような積雪ではありま
せんが、春の装いには厳しい寒さ。吾妻おろし吹き荒ぶ
中、午前・午後あわせて約 50 名の方が福島会場に参加
されました。

ゆるキャラ・キビタン（23 歳）も登場！

今回のふるさと交流会は、岡山での交流会でもお馴染
4

みんなが心に持っている郷土の料理を、紹介しあう
新コーナー、始めます。

第一回目は、ほっと岡山スタッフの宮岡義人さん。

生 ま れ も 育 ち も岡 山 の 宮 岡 さ ん が 紹 介 す る の は

「アサリ」を使った料理。

スタッフを中心に開催したお花見でもシンプルな

「酒蒸し」に皆、舌鼓を打ちました。

5 月は、潮干狩りのシーズンです。おすすめスポットは、まず、倉敷市
児島の王子が岳のふもとから沖合にある高洲。干潮時に出てくる「幻の島」
と呼ばれる高洲には渡船が出ています。もうひとつは、赤穂唐船サンビー

１回

チ。赤穂海浜公園の一部で、遊園地や動物ふれあい村が近くにあるのも魅

第

力ですね。

o u l f o o d ぼくはアサリ料理をよく作ってきました。作るものは、
さて、sこの季節、

岡山 の

酒蒸し、みそ汁、ボンゴレがメイン。アサリご飯は、殻から外してなんて
面倒なので冷凍を使ってしまいます。
潮干狩りで採ってきたアサリの砂抜きのコツは、そこの海水を使うこと。

ソウルフード

ちょっと重いけれど、必要な量をペットボトルに入れて持って帰って洗面
器に注いだところに、ザルに入れたアサリを入れて、冷暗所に数時間。そ
うすると砂はざるの下に沈んで、調理も簡単になります。
そうそう、
気になっているアサリ料理があります。赤穂市坂越にある「く
いどうらく」さんのアサリの天ぷら。なんと殻付きなんですよ。どうやっ
て作っているのだろう !?

王子が岳 高洲行き渡船「からこと丸」
TEL：086-473-3718
のりばの住所：倉敷市児島唐琴町 1421

『ほっとおたより NEWS』表紙写真＆ソウルフード企画の募集！
今号から始まった「ソウルフード」企画。皆さんの郷土料理、岡山で覚えた料理などを、ぜひお教えくだ
さい！ 簡単なレシピとできれば完成品の写真を、その料理にまつわる思い出とともに、メール、お手紙
等でお送りいただければ、掲載させていただきます。ご質問もメール等で気軽にしてください。また表紙
の写真も募集中。お気に入りの風景など、
こちらも気軽にご投稿ください！ お待ちしています。
（編集部）

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。

避難勧告が出たときに避難所に行けな

カラオケ大会的な何かをしたいです。コスプ

い（ 行 き た く な い ） 地 域 と の 関 係、 居
心 地 。ど う し よ う ! !

レ大会をもう 1 回したいです。（10 代／女性）

（40 代／女性）

投稿おまちしています！
！
hotokayama@gmail.com
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催 し 物 の ご 案 内

…ほっと岡山主催・共催等

…協力イベント等

5 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。
毎月第３水曜日 アートのじかん

5/15（水）

ねっこぼっこ
5 月は「ちくちく小さな袋を
縫って自然の香り袋を作ってみよ
う」です。
ラベンダーやローズなど自然の
香りにはリラックス効果だけでは
なく抗菌作用や免疫賦活作用や虫
除け効果やリフレッシュ効果など
さまざまな作用・効果が期待され
ます。
ハギレで簡単な袋を作ってその
中に香りを詰め込んで持ち歩いた
り、必要な場所に置いて香りを楽
しむことが出来ます。針仕事は苦
手という人も大歓迎！ちくちく
やっている横でお茶飲んだりお話
したりだけでもどうぞどうぞ。5
月も簡単な手仕事をしながら、お
茶を飲んだりお話しながら、楽し
い時間をご一緒しましょう。
●
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
近隣のパーキング等をご利用くだ
さい
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
毎月最終木曜日 ミニ交流会

5/30（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。
5 月もくるくるお茶会の片隅で
アロマハンドケアトリートメント
をさせていただきます。いつもの
ように肌の栄養成分を比較的多く
含むピュアナチュラル植物オイル
をベースにエッセンシャルオイル
を加えて作ったアロマトリートメ
ントオイルで指先から肘までのハ
ンドケアをさせていただきます。
ほんのひとときですがお茶を飲
みながらゆったりゆるゆるとアロ
マな時間をお過ごしください。
●
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。
今年度の支援内容について

6/8（土 ）

ほっと岡山
支 援 情 報 説 明・
相談・交流会
今年度ほっと岡山が取り組む支
援のご案内と、福島県、岡山県等
行政の支援情報の説明会を開催し
ます。旅費補助支援「かけはしプ
ラン A」について内容の変更があ
りますので、ご利用希望の方はど
うぞご参加ください。説明会の後
は交流会と個別相談（司法書士、
6

ほっと岡山よろず相談）
、アロマハ
ンドケアのブースもあります。久
しぶりの方も、はじめての方も、
どうぞお気軽にご参加ください。
●
時 間：13:15 ～ 16:00
場 所：きらめきプラザ（岡山市
北区南方 2 丁目 13-1）7 階会議
室
問合せ：ほっと岡山までお申込み
ください（託児希望の方もその旨
お知らせください）
＊司法書士相談では、
「身近なくら
しの中の法律家」として、家・土地、
相続、お金、日常生活や労働トラ
ブル、家族、そして原発 ADR な
ど相談できます。
「こんなことでも
相談できるのかな」といったお悩
みも含め、気軽にご相談ください。
毎週水曜日（予定）

5/8、
15、
22、
29（水）
こどものひみつきち
「子どもの居場所」支援が、新たに
スタートします。毎週水曜日、ほっ
と岡山の交流スペースにて、子ど
もが主体となって居場所づくりを
はじめます。主催者からメッセー
ジ「中学 3 年生が一緒に宿題した
り勉強したり、楽しいイベントも
考えています。一緒に楽しみませ
んか？」
。
●
時 間：16:00 ～ 18:00
場 所：ほっと岡山交流スペース
申 込：なくてもよい
問合せ：ほっと岡山
＊現段階での予定です。詳細はお
問い合わせください。

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

日
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2019 年

祝日

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
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●相談員：宮岡
（義）

祝日
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相談業務お休み
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●相談員：大和田

●相談員：宮岡
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●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部
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●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田
●くるくるお茶会・アロマ

祝日

祝日

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●相談員：宮岡
（義） ●ねっこぼっこ

●相談員：大和田

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

（義） ●相談員：臨床心理士
●相談員：宮岡

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

（義）
●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡

祝日

●相談員：大和田

●くるくるお茶会・アロマ

ス

タ

ッ

フ

よ

り

●今年なら 2018 年度の事業報告と 2019

いるときには仕事をしないと、うちの仕事

誰もいない静寂の中、桜吹雪が舞い異空間

年度の事業申請という書類仕事が山々と重

が赤磐市のふるさと納税に採用されて期待

に居るような不思議な時間だった。賑やか

なる 3 月 4 月は、例年忙しくなるほっと

と不安がいっぱいです。どこにも行かない

に見るのも楽しいが静かに佇んで桜といる

岡山事務所。前年度のことと今年度のこと

代わりに、鰆の刺身でも食べようと思って

のも幸せなことだ。東京の家の近く、お寺

に頭の中もグチャグチャだけど、机の上や

ます。些細な贅沢です。

の境内にある染井吉野の大木や枝垂れ桜、

( 宮岡義 )

椿の花が一斉に咲いた時今年も会えたとい

自宅内はいつも以上にひどい有様。日頃か
らたいしてがんばってもいない家事は手抜

● 5 月の岡山は藤の花がきれいです。手

う、うれしさも忘れ難い。ここも殆ど人が

きどころか放棄に近い。入学準備も直前で

入れされた藤棚もいいですが。山に咲いて

居ない所で庭の箒の跡に散った花びらが積

バタバタワタワタ。小学校から中学校へ、

いるヤマフジもとてもきれいなので、是非

もっている。また観に行けるだろうか？

それだけで驚くほど物が増える。同時にも

楽しんでもらいたいです。

（大和田）

( 宮岡篤 )

う使わなくなった物いらなくなった物の多
さに気づき、10 連休には断捨離をしよう

●今年の桜は随分長く楽しませてもらっ

● 1 年で一番忙しい時期の只中です！（お

と決意。物が減れば掃除も楽になる。もっ

た。
岡山の桜はあちこち観た訳ではないが、

手元に届く時に無事終わっていると良いの

と手抜きができるに違いない。とりあえず

さくら橋近くの細い川の両側からアーチの

ですが。
）3.11 の大切な時間と、年度末・

伸ばしっぱなしだった髪をドネーション

様に咲く花が美しい。花によっては香のす

年度始が同じ時期、さらに子どもの卒業と

カットした春でした。

るものや色の濃淡があり「こんなに夫々違

入学があり目まぐるしい春、気づいたら桜

（かんくみ）

いがあるんだ」と新しい発見をした。私に

も散り始め、隙を見計らうかのようにお花

● GW どこに行こうかと相談されて、間

とって鳥取の美保関で観た桜は忘れられな

見にでかけ楽しみました。ほっとひと息、

髪入れず高知にカツオのたたきを食べにと

い。学生時代の山陰旅行の際行った所で、

大切ですね。

答えてしまって僕は無理、みんなが遊んで

思いがけず咲き誇る沢山の桜に見惚れた。
7

（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
Mail : hotokayama@gmail.com

アクセス

済生会
病院

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
裁判所
岡山駅から 車で約10分、徒歩30分 さまざまな相談
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、

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
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。
西口

東口
岡山
駅

岡山 駅から 【22系統】
「大学病院」
行きに乗車、
「大学病院」
下車

済生会
東 病院

↓

路面電車
済生会
病院

バス
約15分
↓

宇野
みなと線

岡山大学病院

天満屋

天満屋

清輝橋駅

清輝橋駅

岡山市役所
水道局

宇野
みなと線

水道局

岡山市役所

西川緑道

県庁通り

西川緑道

県道21号

↓

所要時間
↓
バス

岡山市役所県庁通り
イオン
モール
岡山

山陽新幹線

路面電車

東
口

大元駅

水道局

清輝橋駅
岡山大学病院

大元駅

ほっと岡山

【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
◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場

徒歩 ↓
所要時間
徒歩
約15分

所要時間

◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から

◉4番乗り場から
◉岡山駅東口バスターミナル3番乗り場から

【22】系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き

【22】
系統
「（市役所経由）
並木町
・岡山ろうさい病院」
行き 下車
【12】
系統
「岡南営業所」
行きに乗車、
「大学 病院入口」
【52】
系統「
（市役所経由）
当新田・
大東」
行き、
【52】
系統「（市役所経由）
当新田
・大東」
行き、
【62】
系統「南ふれあいセンター
・
岡南飛行場」
行き
※所要時間約10分

◉4番乗り場から
【62】系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き

【12】
系統「岡南営業所」
行きに乗車、
「大学病院入口」
下車

◉4番乗り場から
一般社団法人
ほっと岡山
※所要時間約10分

約15分

【12】
系統「岡南営業所」
行きに乗車、
「大学病院入口」
下車

〒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
一般社団法人
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

岡山大学病院

スーパー
ほっと岡山
ほっと岡山

【22】系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き

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

天満屋

路面電車

イオン
モール
岡山

東
口

東口
岡山
駅

西口

東口
岡山
駅

西口

山陽新幹線

県道21号

西川緑道

イオン
モール
岡山

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30分
岡山駅から
車で約10分、
徒歩30分
岡山駅から車で約10分、

↓

桃太郎線

桃太郎線

バス

裁判所
裁判所

口

線

アクセス
アクセス

スーパー

Tel:
070 ― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― コーポ錦1F
230 ― 4561
一般社団法人
ほっと岡山
岡山市北区東古松1-14-24
Mail:
oﬃce.hotokayama@gmail.com
岡山市北区東古松1-14-24
コーポ錦1F
〒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
https://hot-okayama.net
https://hot-okayama.net
Tel: 070 ― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561
事務局
月～金・第2土曜／
10:00～17:00
事務局 月～金・第2土曜／
10:00～17:00

岡山市北区東古松1-14-24 コーポ錦1F
Mail: oﬃce.hotokayama@gmail.com
https://hot-okayama.net
事務局 月～金・第2土曜／ 10:00～17:00

スーパー

「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。届いてい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ご登録いただきますと、以下の支援を受けることができます
●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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