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今年も暑さ厳しい夏でした。お変わりありませんか？

2019 年

9

月

地域の夏まつりや、帰省、お盆、夏休みとイベント盛りだくさんの季節ですね。
気づけば夕闇の訪れが早くなってきました。
酷暑の疲れを癒しながら、秋をお迎えください。

今月の内容
●特集 原発 ADR の利用について
●ほっと岡山レポート

全国の避難者数（令和元年 7 月10 日復興庁調べ ）

●私とソウルフード

全国の避難者数 : 約 50,000 人

●催し物のご案内

岡山県の避難者数 :943 人

（うち、福島県からの避難者 209 人）

●ほっと岡山日誌
●ニュースダイジェスト
●イベントカレンダー
●スタッフから

2019 年度末までの全線運転再開（富岡駅〜浪江駅間）を控える JR 常磐線の原ノ町駅

特

集

原発 ADR の利用について
福島原子力発電所の事故に伴う損害の賠償をしてもらうための手
続きのひとつ「原発 ADR」
。利用しようとする際に気になるのは
「誰が利用できるのか」
「どんな請求ができるのか」といったこと。
そもそも「原発 ADR」とは？ というところから、ほっと岡山
理事の司法書士、丹治泰弘が、その概要をご紹介いたします。

「原発 ADR」とは？
「原発 ADR」とは、文科省内
に設置された原子力損害賠償紛
争解決センターによる和解仲介
の手続きの通称名です。
令和元年 7 月 19 日現在、これ
までに申立件数が 2 万 5,068 件、
全部和解成立が 1 万 9,303 件、取
下げが 2,635 件、打切りが 2,031
件、却下が 1 件、
「和解の仲介を
しない」という選択が 1 件となっ
ています。
原発 ADR の長所は、裁判より
簡単な手続きで原発事故による
被害を賠償してもらえる点です。
裁判手続きと異なり、必ずしも
証拠が厳密に要求される手続で
はありません。
逆に短所は、裁判より簡単な
手続きであるがゆえに、裁判で
請求しているような精神的損害
よる慰謝料や、そもそもの事故
の責任を問うような内容は期待
できません。
総じて、現状においては実費
を取り戻すのに有効な手続きで
あると言えるでしょう。訴訟に
参加するのに抵抗感がある方で
も、これまでにかかった避難に
かかった費用を請求するのであ
れば、
参加するための「ハードル」
がぐっと下がる手続きであると

思います。

とです。

なぜ今、
原発 ADR なのか？

ぜひ利用してほしい方

これまでも、原発 ADR という

そのような状況の中、筆者が、

手続き自体はありましたが、特

ぜひ利用していただきたいと考

に自主避難者にとってはハード

えている方たちを挙げていきま

ルが高く、使い勝手が良い手続

す。

きとは言えませんでした。

まず、自主的避難の対象区域

ところが、近年になり、自主

からの避難者です。具体的には

避難者の和解事例が多数積み重

福島市，二本松市，伊達市，本

ねられた結果、証拠資料が不十

宮市，桑折町，国見町，川俣町，

分であっても賠償が認められる

大玉村、郡山市，須賀川市，田

傾向が判明し、自主避難者にとっ

村市，鏡石町，天栄村，石川町，

ても有効な活用方法であること

玉川村，平田村，浅川町，古殿町，

が分かってきました。

三春町，小野町、相馬市，新地町、

別の側面からも「なぜ今、原

いわき市からの避難者です。

発 ADR なのか」の理由がありま

次に、子どもがいる方や、2 重

す。それは、消滅時効の可能性

生活を継続している方、又は過

です。特例法により、消滅時効

去に 2 重生活を経験していた方

の期間（申請期間）が、事故発

です。

生（損害を知った時）から 10 年

子どもがいる方に関しては「避

とされましたので、今後、損害

難雑費」として子ども 1 人当た

の請求ができなくなる可能性も

り月額 2 万円が賠償額として認

否定できないのです。

められる可能性があります。

時効については、法律的に難

また、2 重生活については「生

しい論点があるため、限られた

活費増加分」として、世帯分離

誌面で詳細を記載することは難

した家族のうち、少ない方の人

しいのですが、少なくとも「最

数に応じて、家族 1 人の場合は

悪の事態」は想定するべきでしょ

月額 3 万円、2 人の場合は月額 4

う。

万円、3 人の場合は月額 5 万円が

そして、もう 1 点が復興予算

認められる可能性があります。

終了に伴い ADR センターが廃

最後に、その他病気や介護で

止される可能性があるというこ

止むを得ない事情があった人で
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す。その場合、事例の内容によっ

原発 ADR についての相談・連絡先

ては精神的損害額が増額される
可能性があります。

文部科学省

どんな請求が認められて
いるのか？

原子力損害賠償紛争解決センター

TEL 0120-377-155（平日 10:00 〜 17:00）
または「文部科学省

ADR センター」でインターネット検索

( http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/adr-center.htm )

① 家財道具購入費

誰でも利用可能。弁護士資格を有する仲介委員が中立・公正な立

「家財道具購入費」として、定額

場から和解仲介を担当。仲介費用は無料です。利用の際には、申

15 万円が認められる可能性があ

立書を作成、提出する必要があります。フリーダイヤルで郵送、

ります。また、15 万円以上の損

ホームページからダウンロードすることが可能です。

害がある場合は、別途証拠とな

センターでは東京事務所のほか、福島県内に福島事務所（郡山市）

る資料（領収書など）が必要と

および 4 支所（福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市）を設

なります。なお「定額」といっ

置しており、こちらでも申立書を入手できます。分からないこと

ても実際に家財を購入されてい

は、フリーダイヤル等で相談することをお勧めします。

ない場合は損害額として認めら

＊「ほっと岡山」にもお気軽にご相談ください。

れません。また、領収書が添付
できない場合であっても、その
家財の存在することを立証する

をしていた際の、家族同士の面

ための写真等を求められる場合

会のための交通費が賠償額とし

があります。

て認められる可能性があります。

② 避難交通費

領収書等がなかった場合であっ

ではなく、避難前の給与基準の
6 か月分が限度とされています。
また、就労が実際に不能であっ
たことの説明は必要になります。
⑤ その他の損害

「避難交通費」として、避難の際

ても、月 2 回程度で東電側の基

に要した交通費が賠償額として

準（避難指示区域から避難した

認められる可能性があります。

場合の避難交通費）の 8 割程度

東電側の基準（避難指示区域か

の金額が認められる可能性があ

ら避難した場合の避難交通費）

ります。但し、何らかの形で月 2

の 8 割の金額が認められる可能

回程度の面会があったことの立

性があります。また、それ以上

証が求められる可能性がありま

の損害がある場合は、別途証拠

す。

丹治泰弘 （たんじ・やすひろ）

となる資料（領収書など）が必

④ 就労不能損害

ほっと岡山理事・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。
おおたま法律事務所：https://tanji-souzoku.com

要となります。

「就労不能損害」として、避難に

③ 面会交通費―東電で決めた基

よって職を失ってしまった損害

準の 8 割。月 2 回程度。

が認められる可能性があります。

「面会交通費」として、2 重生活

但し、無制限に認められるわけ

「その他の損害」として、
ガイガー
カウンター代や引越代などの実
費が損害額として認められる可
能性がありますが、領収書等で
立証は必要になります。

司法書士は身近なくらしの法律家です
登記や裁判、借金問題、成年後見など、様々な場面であなたの権利・財産を守ります。

家・土地

借金

権利証

家族

日常生活
トラブル
遺言作成
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相続

裁判

労働トラブル

会社

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。

7/27 ( 土 )・コラッセふくしま（福島市）
ふるさと交流会

7/17（ 水 ）・ほっと岡山（岡山市）

アートの時間 ねっこぼっこ

4 年めとなる福島県での交流事業、
「かけはしプラン

雨が続いたり、暑い日が続くと靴の中が湿気や汗でジ

A」
。福島県内で開催する「ふるさと交流会」には、主

メジメしますよね。
そこで 7 月は、靴の中や下駄箱に入れて湿気をとっ

に西日本各地に避難している方が集まります。今回の福

たりカビや菌が増えるのをを抑える効果を期待したアロ

島会場では、避難先地域が京都、香川、福井、宮崎、沖

マシューキーパーを作りました。

縄と、あちこちからご参加いただきました。また、参加

作り方は、簡単！ 履かなくなった靴下の中に天然の

者のご家族や子育て相談で繋がっているカウンセラーの

植物の香り成分である精油を混ぜた重曹を新聞紙にくる

方もご参加いただき、さまざまなみなさんとご一緒した

んで入れるだけ。

2 時間でした。
交流会では、アロマオイルをつかったスプレーづく

精油は、ティートリーやパルマローザをメインにお好

り、子どもたちはかわいいアイスクリームせっけんづく

みの香りで選びました。
お気に入りで捨てたくない靴下の再利用にもオススメ

りと、ワークショップを一緒に楽しみました。日頃のセ

です。事務所がとてもいい匂いに包まれました。
（大谷）

ルフケアにアロマオイルが選択肢のひとつになったらい
いなと思い企画、また交流タイムも盛り上がり、あっと

7/25( 木 )・ほっと岡山（岡山市）

いう間のひとときとなりました。

くるくるお茶会

交流タイムでは、
「避難・移住した地域でびっくりし
たこと」をお題に、大人もユース世代も避難先での経験

7 月のくるくるお茶会も、今までと同じように、いら

をお互いに紹介。方言や風習、食文化の違いに驚いたり

していただいた方々とのんびりした時間を過ごしまし

時には戸惑ったり、同じような立場どうしということも

た。大谷さんのアロマハンドトリートメントも好評。8

あり、それぞれの土地で過ごしてきた時間を共に振り返

月、9 月も最終木曜日に開催します。ぜひお越しくださ
い。

り、聴き合い話し合いました。他地域でどんなふうに暮

（宮岡篤子）

らしているのか、たくさん降りかかった環境の変化やこ
れからのこと。たくさんのことばが交わされました。
今年度第一弾も無事に終了、3 月まで福島県内各地で
全 17 回開催されます。私たちも、岡山以外に避難され
た各地の避難者の方からお話をうかがう貴重な機会。引
き続き、みなさんにとって大切なひとときとなるよう、
取り組んでいきたいと思います。
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（はっとり）

間違って食べてしまいそうな、アイスクリームせっけ
ん。子どもたちと作りました。

大人はアロマオイルの虫除けスプレーづくり。会場は良
い香りに包まれて。

ぬ母子帰還は初めてお伺いするケースで、大変興味深い

できあがり。

お話となりました。また元々は農家で食材はほぼ自給自
足できていたという暮らしから、現在内部被ばくを極力
避けるためあちこちから食材を取り寄せているとの話
に、
かかる費用はもちろん労力に関しても、
原発事故
「前」
と「後」の違いが明らかでした。
夫妻それぞれの立場からのお話も聞くことができ、ま
たご一緒になったウエルカムかさおかに関わる皆さん

交流会の様子。初めましての方も、久しぶりの方も。

や関東から保養に来られていた方々とも 311 当時のこ
とを振り返りながら意見交換ができましたこともあり、
様々なことを再考する機会となった交流会でした。

7/30（火）・星の郷ふれあいセンター（笠岡市）
ウエルカムかさおか・かけはし交流会

原発事故直後のことや避難してきて間もない頃のこと
を思い出すのはしんどい時もあるかもしれませんが、な
かったことにされないためにも、岡山の皆さんにその大

昨年に続き、今年もウエルカムかさおかと共催でかけは

変な部分を理解していただくためにも今後もこういった

し交流会を開催しました。

場を設けていきたいと思います。皆さんにもお近くの交

かけはし交流会は、今現在は福島に戻り暮らしている

流会にぜひご参加して経験を共有してもらえたら嬉しい

方を招いていろいろとお話を伺うものです。避難する契

です。

機、帰還を決意した背景、福島で暮らしながら感じるこ
となど、当たり前ですがおひとりおひとり、すべて異な
り、原発避難をはじめこの社会が抱える課題がそこから
浮き彫りになるような気がしてなりません。
今回は二本松市の H さんご夫妻を中心にお話を伺い
ました。H さんご夫妻は、妻の実家が福島県で、家族
避難の後に母子が先に帰還し、夫が仕事のため関東に残
るという状況がしばらく続いたそうです。母子避難なら
5

（かんくみ）

第

回

soul food

の

みんなが心に持っている郷土の料理を、
紹介しあうコーナー。
第 3 回目は、ほっと岡山事務局長の
「かんくみ」こと菅野久美子。
生まれも育ちも福島県の菅野が紹介するのは
県北地方の郷土料理。
給食メニューにもなっているほどの
ポピュラーさで、レシピの
バリエーションも多いようですが、
ここでは「かんくみ家」バージョンをご紹介！

「ひきな」は大根のこと。
「ひきないり」は甘じょっぱい味付けの大根炒め煮です。これ、
我が家では常備菜で、
ごくごく普通のお惣菜だと思っていました。ところが、福島県の県北地方の郷土料理だったんですね。その
ことを、岡山に来てから知りました。ちなみに福島県では給食にも出ます。今思うと地産地消枠？

郷土料

理枠？ 岡山の給食に「ままかり」が出るのと一緒です。
我が家の場合「あ、油揚げが 1 枚余ってる。大根もあるし、ひきないり作るかー」という感覚。ひきない
りを作るために食材を買うのではなく、余り物で作る副菜です。でもこれが良い箸休めで、しかもお餅とか
らめても美味しい。ひきな餅はぜひご賞味くださいと言いたい一品です。

レシピ
●材料：大根、にんじん、油揚げ
●味付け：だし汁、砂糖、みりん（または酒）
、醤油
１．大根、
にんじんは千切り。油揚げも細切りにする。
２．大根、にんじんを軽く炒めてだし汁、砂糖、み
りんを加え煮込む。
３．しんなりしてきたら油揚げ、醤油を加え更に煮
込む。
４．ある程度煮込んだら火を止めて粗熱を冷ましつ
つ味を染み込ませたら、
冷えても美味しいひきないりの出来上がり。

「帰省した折「帰りの新幹線の中で食べな」と祖母が持たせ
てくれたおつまみセットの中にも「ひきないり」。水分が多
いのでお弁当には不向きですが、おいしかったです。」

＊砂糖、みりん、醤油は 1：2：3 くらいの割合が目
安だけど、お好みで。

『ほっとおたより NEWS』表紙写真＆ソウルフード企画の募集！
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）
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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

9、10 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。
毎週水曜日

●

9/4、
11、
18、
25（水）

時

こどものひみつきち

間：10:00 ～ 16:00（9:30

開場）

「子どもの居場所支援」として。中

場 所：東区プラザ講座室 2 ／多

学 3 年生が一緒に宿題したり、勉

目的ルーム 2（新潟市東区下木戸 1

強したり。楽しいイベントも考えて

丁目 4 番 1 号 東区役所 2 階）

います。申し込み不要です。ぜひ来

に、原発災害がもたらす日常生活へ

参 加：無料
（定員 50 名、
託児あり）

てください！

の影響や苦悩についての分析と、新

申込み・：メール（件名：新潟キャ

潟県と全国の避難者との差異や類似

ラバンと記載）
・ホームページお問

時 間：16:00 〜 18:00

点などについてお話をいただき、皆

い合わせフォーム・お電話にて、①

場 所：ほっと岡山交流スペース

さんと共に考える機会とします。

お名前 ②連絡先 ③託児希望の方は

問合せ：ほっと岡山

●講師プロフィール：新潟県検証委

お子さんの人数・年齢をお知らせく

＊担当者の学校行事等の関係で開催

員会の「健康・生活委員会」生活分

ださい。 ＊締切 9/4（水）

されないこともあります。お越しに

科会のメンバー。福島第一原子力発

問合せ：311 当事者ネットワーク

なる際は事前にご連絡をいただけれ

電所事故の避難者に対して、多くの

HIRAETH（ヒラエス）事務局（藤本）

ば嬉しいです。

避難当事者の調査を実施している。

Email: info@ hiraeth.work

著書『中越地震の記憶―人の絆と復

TEL090-1326-8329

興への道』
（高志書院 , 2008）
、
『震

URL: http://hiraeth.work/

●

HIRAETH（ヒラエス）

9/14（土）

3.11 当事者
ネットワーク
キャラバン 2019
新潟
避難者の声を集めるキャラバン、

災・復興の社会学―2 つの「中越」
から「東日本」へ』
（リベルタ出版 ,
2011）
、
『故郷喪失と再生への時間
―新潟県への原発避難と支援の社会
学』
（東信堂，2017）など。
｜第２部｜ 13：30 ～ 16：00（13：

新潟での開催ですが、ご案内いたし

00 開場）／多目的ルーム 2

ます。

対話のワークショップ

バイオグラフィーワーク

9/15（日）

「こころも人生も
明るく成るワーク」
1 日体験講座
「バイオグラフィーワーク」とは、自

東日本大震災・原発事故で全国各

次の災害に私たちの経験が活かされ

らの人生を振り返り、その出会いや

地にかけらのように散り散りとなっ

るようにと願いを込めて、参加者の

体験の奥に光る宝（本質）に気づく

た一つひとつの声・存在・願いを、

みなさんとともに、3.11 の経験を

ことにより、自分自身をより深く「知

参加者同士で聴きあい語りあい、と

聴きあい語りあいを行います。さら

る」事が出来る穏やかなワークです。

もに積み重ねていきましょう。

に、フリーライターの吉田千亜さん

人生の歩みを 7 年周期で読み解き、

｜第１部｜ 10：00 ～ 12：00（9：

にもご参加いただき、母子避難から

クレヨン・水彩・粘土でアートワー

30 開場）／講座室２

見えてきた“避難者の今”につい

クと「対話と傾聴」のグループワー

講 話：原発事故からの避難による

ても共有したいと思います。

生活への影響

●吉田千亜氏プロフィール：原発事

～新潟県の検証委員会の作業から～

故後、自分の子どもへの心配から関

講 師：松井 克浩 氏（新潟大学副

わり始め、埼玉県内で避難者の交流

学長 人文学部教授）

会を開く。
著書に
『ルポ母子避難』
（岩

福島第一原子力発電所事故の避難者

波新書）
『
、その後の福島』
（人文書院）

へ実施したアンケート調査をもと

等。
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クを重ねるうちに、自分と他者と世

参加費：東日本大震災被災者避難者

で「おしゃべりタイム」を楽しみま

界に出会い、人生をより善く知り、

500 円、一般 1000 円（申込み締切：

しょう。

いっそう意味深く感じ、心は軽やか

9/9【月】
）＊託児あり（要申込・先

に前向きに向かいます。世界で実践

着 5 名）

時 間：10:00 ～ 12:00

され 100 年となるシュタイナー教

申込み・問合せ：090-6199-4626

場 所：ほっと岡山交流スペース

育の、大人の自己教育＝バイオグラ

／ katsuraharu@gmail.com（下山田）

＊駐車場に限りがございますので近

フィーワークです。初回は「ありの

＊この講座は、バイオグラフィー

隣のパーキング等をご利用ください

ままの自分が好きになる」がテーマ。

ワークのご案内・体験講座になりま

講 師：大谷見矢子さん（Marbles

自分って何だろう？ 私は何がしたい

す。10 月以降、月 1 回の連続講座

代表。かおり×あーと×ごかんで自

んだろう？ 18 歳頃の自分で出会う

に続きます。連続講座につきまして

分の魅力に気づくためのお手伝い係

ワークです。

は体験講座で詳細をご案内いたしま

として、JAMHA 認定メディカルハー

す。振り返りのワークですので、28

ブコーディネーター、芸術と遊び創

時 間：13:30 ～ 17:30

歳以上の年齢の方を中心といたしま

造協会認定おもちゃインストラク

場 所：ゆうあいセンター（岡山市

す。それ以前の年齢の方は個々の体

ター、また、KTC おおぞら高等学院

北区南方 2 丁目 13-1 きらめきプ

験によって参加・見学などご相談く

非常勤講師を務める）

ラザ２F）

ださい。

参 加：10 名程度、無料、要申込み

●

講 師：みかみ 京（みやこ）さん（一
般社団法人バイオグラフィーワーク
ジャパン認定バイオグラフィーワー
カー。セラピストとして人生 100 年

●

＊親子で参加も OK です。
毎月第３水曜日アートのじかん

9/18

申込み・問合せ：ほっと岡山

（水）

ねっこぼっこ

美しく生きる！と提唱。豊富な海外

9 月のねっこぼっこは「楽しい嬉し

経験と長い実績。個性を尊重し自分

いリズム表現アート体験」
。音や言葉

の内なる「真・善・美」を自信に変え、

を聴きながら、思いのままにからだ

穏やかな対話とワークで自己教育の

を動かしてみませんか。からだが温

チカラを習得し学び、未来への活き

まってきたら布を持ったり、ボール

生きと人生を確かに歩む力を習得し

を持ったり、楽器を持ったりするも

ます。2011 年イギリス国際会議参

よし、みんなの表現がアートになる

加。カウンセリング・ワーク・講演

瞬間を体験します。そのあとは、お

など行う）

菓子やお茶を楽しみながら、みんな

毎月最終木曜日

9/26（木）

ミニ交流会

くるくるお茶会・
アロマケア
毎回ゆるっとお茶を飲んでお話し
する会です。夏の疲れを癒やしにい
らっしゃいませんか。ハンドケアを
してもらって、お茶を飲んでゆっく
りおしゃべりして、リフレッシュし
てください。お出かけ好きな宮岡夫
婦が、秋の行楽のご相談にも乗りま
すよ。
アロマハンドケアトリートメント
（リラクゼーションのためのハンド
マッサージ）も開催しています。担
当は、アロマテラピーインストラク
ター、アロマ空間アドバイザー、ハ
ンドケアマイスターとして活動する
大谷みやこです。アロマトリートメ
ントオイルをご用意してお待ちして

8

います。いい匂いとともにハンドケ

バスで移動する場合は、スタッフ同

アリラックスタイムをお過ごしくだ

行。岡山駅バスターミナルに 12:20

さい。

に集合）／●解散：10/14（月）現
●

地で 11 時（特急バスで岡山駅に

時 間：11:00 ～ 15:00

移動の場合、渋川マリンホテル前

場 所：ほっと岡山交流スペース

11:00 発にスタッフと共に乗車しま

＊駐車場に限りがございますので近

す）

隣のパーキング等をご利用ください。

参 加：避難・移住してきた子ども（小

＊相談員の宮岡篤子がご一緒します。

子どもキャンプ

10/12

〜14（月・祝 ）

（土）

ユース
プロジェクト
2019 in 渋川

２泊３日、家とも学校とも違う環境

学校 5 年生から高校生まで）10 名

で家族でもクラスメイトでもない参

程度

加者数とスタッフと共に過ごしてみ

参加費：5,000 円（12 日の夕食か

ませんか？

ら 14 日の朝食までの食費、宿泊費、

海辺を散策したり、王子ヶ岳へハ

保険料、その他集合から解散までの

イキングしたり、バーベキューをし

間に現地でかかる費用となります）

ながらもゆったりまったり？みんな

申込み・問合せ：ほっと岡山

で一緒に楽しみましょう。

＊詳細はユースプロジェクト 2019

●

in 渋川の案内をご覧になるか、ほっ

過ごすユースプロジェクト。今年は

時 間：●集合＝ 10/12（土）現地

と岡山までお問い合わせください。

玉野市渋川の青年の家で開催します。

に 14 時（岡山駅出発 12:30 の特急

避難・移住してきた子どもたちで

ねっこぼっこのご紹介
毎月第３水曜日、アートの時間「ねっこぼっこ」を、ゆるゆるやっています！ ねっこぼっこは、簡単
なアートで自由に表現したり、ものづくりを楽しみながらお茶を飲んだりおしゃべりしたり、ゆるゆる楽
しめる時間。ほっと岡山の利用対象者であれば子どもから大人まで誰でも無料で参加できます！
尚、準備の関係から、事前にご予約をお願いしています（飛び入り参加も可能ですが予備の材料に限り
がありますのでご予約優先となります）
。
材料は自然素材や安心して使えるものを選び、こちらでご用意しています。作ったものは各自お持ち帰
りいただけます。
担当するのは、bio ダイナミック・デメター認証の精油を主に使用し、暮らしに活かせる香りの利用方
法を伝えるアロマテラピーインストラクター、おもちゃインストラクターなどとして活動中の大谷みやこ
です。

今後の予定
10 月 ハロウインのランタン
光を通すカラフルな紙・トランスパレントペーパーを使って簡単なランタンを作ります。ハロウインのシーズンが
終わると絵を取り替えられるよう 1 年を通して使えるように工夫します。停電時にも、役に立つランタンです。
11 月 クリスマスリース
松ぼっくりや岡山県内で集めた自然の素材を使ってかわいいクリスマスリースを作ります。
12 月 木の妖精人形作り
クリスマスにプレゼントを届けてくれる北欧の妖精人形を作ってみましょう。北欧では彼らを怒らせなければ家を
守ってくれると信じられているサンタクロースに似た小さな妖精です。
1 月 繕（つくろ）いじかん「靴下かんたんダーニング」
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている修繕方法です。靴下や衣類の
穴あきを刺繍糸で可愛くお繕いします。刺繍糸でのダーニング作業が難しい人は、布用ボンドや糸でアップリケを
貼り付けて修繕します。
2 月 繕いじかん「かんたんダーニング」
1 月の続きです。
3 月 色えんぴつでぬり絵
用意したぬりえの紙から好きな絵を選んで色鉛筆でぬり絵を楽しみます。
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ほ っ と 岡 山 日 誌

7月

1 日（月）役員会議／ 4 日（木）災害ネットワークおかやま会議／ 6（土）真備追悼慰霊式／ 7 日（日）災害支援ネット
ワークおかやま報告会／ 13 日（土）防災セミナー in 岡山参加／ 14 日（日）ふぇみんシンポジウム分科会「避難と生活
―原発事故や豪雨災害から見えてくるもの」参加／ 15 日（月）学習会＜居住福祉連携による地域づくりと福祉事業所の運
営手法を学ぶ＞参加／ 16 日（火）ボランティア＆インターシップ・マッチング会／ 18 日（木）政策提言に関するミーティ
ング＠兵庫県立大学／ 26 日（金）福島連携復興センターと協議／ 27 日（土）ふるさと交流会開催＠コラッセふくしま／
30 日（火）ウエルカムかさおか・かけはし交流会

ニュースダイジェスト

2019 年 6 月下旬〜 7 月

全国の紙面から被災地、環境、食品などに関する記事を抜粋してご紹介します。なお、ほっと

岡山では『福島民報』『福島民友』を一定期間保存の上、関連する情報をまとめたスクラップ記
事化しています。閲覧可能ですので、ご興味のある方は、事務所までお越しください。
原発避難 東電に賠償命令 名古屋地裁判決
（読売新聞 19/7/30）

東京電力福島第 1 原発事故で福島県から愛知、岐阜、静
岡県に避難した被災者 128 人が東電と国に慰謝料など総額
約 14 億 4,000 万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地
裁（桃崎剛裁判長）は 2 日、東電に対し、自主避難者を含
む 109 人に計約 9,683 万円の賠償を命じる判決を言い渡し
た。国の責任は認めなかった。原告は控訴する方針。

福島県の甲状腺検査、18人が集計漏れか NPO が発表
（朝日新聞 19/7/25）

東京電力福島第 1 原発事故後の福島県の甲状腺検査につ
いて、がんやその疑いがある人が、県の集計結果から 6 月
末の時点で少なくとも 18 人漏れていると、患者らを支援す
る NPO 法人「3・11 甲状腺がん子ども基金」が 24 日発表

復興施策効果 10 月報告 総括へ政府が作業部会
（福島民友 19/7/4）

政府の復興推進委員会は、東日本大震災と東京電力福島第

した。

1 原発事故からの復興施策を総括、
その効果を検証するため、

原発から約 10 キロ、
福島の富岡漁港が再開
「喜び 3 割」

告を取りまとめる。政府は総括を踏まえて、年内に定める

作業部会を設けることを了承、作業部会は 10 月をめどに報

（朝日新聞 19/7/26）

東日本大震災で被災した福島県富岡町の富岡漁港が 8 年
ぶりに再開し、26 日に帰港式が開かれた。これで県内に
10 カ所ある漁港が全て利用できるようになった。福島では
第一原発の半径 10 キロ圏を除く海域で試験操業を続けてい
るが、漁が可能な日は限られ、昨年度の水揚げ量は震災前
の 15％ほど。第 1 原発から南に約 10 キロの富岡漁港は、

基本方針で、復興庁の後継組織の具体像や 21 年 4 月以降
の具体的な復興施策を打ち出す。

復興庁、現体制維持へ 政府与党 専任の担当相設置 調整
（福島民報 19/7/4）

政府、
与党は 2020 年度末以降の復興庁の後継組織について、
首相をトップとして専任の担当相を置く現体制を維持する

震災前にあった市場もなくなった。

方向で最終調整に入った。被災自治体からの要請を踏まえ、

出荷制限全面解除に足踏み 福島沖漁業、検体数不足で

な復興には、首相直属で政策を進める現体制の継続が必要

東日本大震災と東京電力福島第 1 原発事故からの中長期的

（日本経済新聞 19/7/24）

東京電力福島第 1 原子力発電所事故後に始まった福島県
沖の 44 種の魚介類に対する出荷制限が、対象種が残りわず
か 5 種まで減りながらも全種での解除に向けて足踏みが続
いている。残る対象種は元々漁獲量が少なく、検体が集ま
らないことが要因。漁業関係者は解除の運用上のルールを
緩和するよう求めるが、国は風評被害への懸念から慎重姿
勢だ。

（共同）

と判断した。

地図に 158 の災害伝承碑 過去の地震、津波教訓に
（福島民報 19/6/21）

国土地理院は、過去の地震や津波、噴火、洪水などの災害
を伝える伝承碑を示した地図をウェブサイト「地理院地図」
で公開した。ウェブ上の地図で伝承碑の記号をクリックす
ると災害の種類や時代、犠牲者数などが示される。
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26
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2019 年

●バイオ
グラフィーワーク

23

29
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ス

タ

ッ

フ

27

水

28

●相談員：宮岡
（義） ほっと岡山休み

3

4

●相談員：大和田

●こどものひみつきち

10

11

●相談員：宮岡
（義） ●こどものひみつきち

17

●相談員：大和田

18

●ねっこぼっこ

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

土

29

30

31

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

3

4

5

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

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田
●夢カフェ
●ヒラエス（新潟）

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：臨床心理士

●こどものひみつきち

24

祝日

よ

火

月

祝日

22

●ふるさと交流会
（郡山・福島）

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

25

●相談員：宮岡
（義） ●こどものひみつきち

10/1

●相談員：大和田

2

●こどものひみつきち

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

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

り

●岡山に来て初めて下関に行きました。あ

るロードを夜散策。鬼太郎好きにはおすす

取り返しのつかない時に居る、今ならまだ

いにくの台風ど真ん中でまったく観光でき

めです。

間に合う。あきらめないでいよう！

( 宮岡義 )

（大和田）

ませんでしたが、一番の目的が関門保養に
子どもを連れていくことでした。一応保養

●まだまだ暑い 9 月ですが、秋といえば

のボランティアスタッフとして子どもが一

食欲の秋？いえいえお月さまですよ。秋の

● 8 月 9、10、11 日と、福島県福島市、

週間お世話になりました。私もまたゆっく

夜長にお月見はいかがでしょう。後楽園で

郡山市、南相馬市で交流会を開催、参加し

り下関を訪ねたいです。そしてウエルカム

毎年お月見「名月鑑賞会」があるんですよ。

ました。どの会場にも、
避難者だけでなく、

かさおかの皆さんもそうですが、保養を続

今年は、
9 月 13 日に開催されるそうです。

避難しなかった方、帰還された方が参加。

けてくださっている皆さんとお会いして福

( 宮岡篤 )

お互いにそれぞれの経験を語りあい聞きあ
う場となりました。
「福島の中で、わざわ

島のことや選挙や政治、地域のことなどい
ろいろ話すのがまた楽しく、情報共有の貴

●今年の選挙は私にとって稀に見る面白い

ざ放射能のことや避難のことを話す雰囲気

重な場です。これからも保養には自分の保

ものだった。全く思いがけない立候補者が

はどんどんない。本音を語れる場を設けた

養も兼ねつつ遊びに行きたいものです。

一人ずつ発表されてゆく。わくわくしなが

くてもそれも難しい。だからよい機会でし

ら毎日ネットにかじり着いた。一方テレ

た」と感想をいただきました。
「外」にい

（かんくみ）

ビ、新聞の選挙報道の少なさに歯ぎしりも

るからこそできる援助のかたち。
「分断と

●久しぶりに砂丘、米子、境港、大山に

した。
メディアは選挙を亡き物として扱い、

いう言葉に惑わされてしまいそうになる」

行ってきました。思い返すと砂丘は 30 年

投票率を低下させることに一役買った。
「こ

そんなことばもうかがいました。避難した

以上来てなかった。西に向けて車を走らせ

んなこと前からだよ」と思う人も多いだろ

人、留まった人、戻った人。それぞれの声

ると新しい道もできていて、鳥取市と米子

うが、ここまであからさまになったことに

をもっともっと聞きたいと思いました。

市が近くなっている。境港市では水木しげ

衝撃を受けた。私たち、しっかりしないと
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
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
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路面電車
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病院
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約15分
↓
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大元駅
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【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
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◉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
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系統「岡南営業所」
行きに乗車、
「大学病院入口」
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◉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
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系統「岡南営業所」
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「大学病院入口」
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ほっと岡山
Tel: 070 ― 5670 ― 5676
Fax: 086 ― 230 ― 4561
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岡山大学病院

スーパー
ほっと岡山
ほっと岡山
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一般社団法人
ほっと岡山
岡山市北区東古松1-14-24
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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
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「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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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
18

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
具で遊んでみました。

に文化の違いに驚いたこと、方言のことなどの話題は尽
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
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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、
22

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
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グラフィーワーク

23

29

30

ス

タ

ッ

フ

27

水

28

●相談員：宮岡
（義） ほっと岡山休み

3

4

●相談員：大和田

●こどものひみつきち

10

11

●相談員：宮岡
（義） ●こどものひみつきち

17

●相談員：大和田

18

●ねっこぼっこ

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

土

29

30

31

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

3

4

5

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

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田
●夢カフェ
●ヒラエス（新潟）

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：臨床心理士

●こどものひみつきち
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祝日

よ

火

月

祝日

22

●ふるさと交流会
（郡山・福島）

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

25

●相談員：宮岡
（義） ●こどものひみつきち

10/1

●相談員：大和田

2

●こどものひみつきち

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

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

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。
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（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
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口

東口
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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
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「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
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