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朝夕の冷たい空気が鼻の奥をつーんと通ります。
「この季節がめぐってきたんだな。
」
と清澄な空気に心地よさを感じます。
小春日和のひだまりに、
くつろぎのひとときが楽しみです。

全国の避難者数（令和元年 9 月 6 日復興庁調べ ）
全国の避難者数 : 約 50,000 人
岡山県の避難者数 : 9 41 人

飛行機から見た猪苗代湖周辺の景色

（うち、福島県からの避難者 211 人）

今月の内容
●ほっと岡山レポート
●私とソウルフード
●催し物のご案内
●ニュースダイジェスト
●ほっと岡山日誌
●イベントカレンダー
●スタッフから

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。

9/14（土）・東区プラザ（新潟市）

当事者ネットワークキャラバン
2019 新潟
東日本大震災・原発事故で全国各地にかけらのよう
に散り散りとなった一つひとつの声・存在・願いを、
共に聴きあい語りあう対話のワークショップを、新潟
県新潟市で開催（主催：３１１当事者ネットワーク
HIRAETH・ヒラエス）
、スタッフメンバーとして参
加してきました。 他地域に避難している方たちのお

松井克浩先生による講演の様子

話を直接聞くことは、岡山にいる「避難を選択してき
た人」が特別ではないことを再認識したり、
「避難先
地域」の問題が、何が特有で何がそうでないのか、俯
瞰して考えられる貴重な機会でした。キャラバンの回
を重ねるごとに、よりそれらが明確になり同時に変化
を見ることもできます。広域避難者支援には、重要な
視点だと改めて思いました。

第２部は吉田千亜さんのお話からスタート

午前はともに学ぶセミナーとして、新潟県検証委員

めの問題を共有する機会となったと感じました。

会「健康・生活委員会」生活分科会（注１）のメンバー
である新潟大学副学長 松井克浩先生に、
「原発事故か

午後は、対話のワークショップということで、導入

らの避難による生活への影響〜新潟県の検証委員会の

にフリーライターの吉田千亜さんを招き、全国各地の

作業から〜」と題しご講演をいただきました。原発災

避難者の様子や原発事故の避難者（被害者）の「語り

害がもたらす日常生活への影響や苦悩について、丁寧

にくさ」についてお話いただきました。その後、避難

に調査・分析されており、支援に携わりながら「もや

指示区域内避難者、区域外避難者（自主避難者）
、さ

もや」していた事象に光が差したように感じました。

まざまな支援者（市民測定所、災害支援、研究者等）

人が日々暮らしていく中で、家族や親戚、友人・知人、

や地域で放射性物質による汚染を心配している方等、

職場の同僚や近隣住民、趣味や子どもの学校のつなが

さまざまな方々とともに、経験や願いについてじっく

り等、さまざまな人との関係をつなぐコミュニティの

りと話し合いました。直接お話に耳を傾けることは本

網の目があります。それらが避難した先で同じように

当に貴重な機会だと毎回感じています。終了後にはた

関係性を一から築き上げることは、並大抵のことでは

くさんの感想もいただき、こうしたみなさんの声が一

なく、関係を構築していくために丁寧さが必要である

つひとつ積み重なり、お互いにエールを送りあえるよ

ことを地域やコミュニティの周囲がどれだけ理解して

うに、キャラバンを通して運んでいきたいと思いまし

いるか、想像していた以上に必要だと指摘されていま

た。
12 月はお隣の広島県で対話のワークショップ「わ

した。更に被害の「不可視化」も、避難者が口をつぐ
まざるを得ない状況に押しやってしまう構造の問題。

たしたちの座談会」と題して開催します。広島や中国

それは「そっとしておいてほしい」気持ちにつながり、

地方に避難している方もいらっしゃる予定です。
「ひ

更に声なき声が増えていく。セミナーに参加した避難

ろしまバスツアー」をご利用いただき、ぜひ、ご参加

者の方からも活発に意見や質問も飛び交い、当事者、

ください。避難元を問わず、どなたもご参加可能です。

支援者・研究者も、ともにこの課題を解決していくた

ともに聴きあい語りあいましょう。
（はっとり）
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の受入れを決めたこ

9/18（水）・ほっと岡山（岡山市）

と。葛藤が幾重にも

アートの時間 ねっこぼっこ

重なり、受け止めき

9 月のねっこぼっこは、音楽に合わせてカラダを気

れないと感じるほど

の向くままに動かしたり、楽器を鳴らしたり、型には

でした。また、広域

まることなく自分なりの音をさがしてみました。

避難者支援のお話で
も、行政の縦割りの

それぞれが思いのままに鳴らす楽器の音は癒しの音

支援や、責任のあい

になったり、不協和音になったり調和したり。

まいさが常につきま

この日はおやつとおしゃべりの休憩タイムも少し長

とっており、支援体

めにとって楽しみました。
（大谷）

制も現場の支援者同

シンポジウムで講演する福島県大熊
町の石田仁副町長＝ 21 日午後、東
京都千代田区（共同通信）

士で作らざるを得な
い状況だったことを
指摘され、私たちの
現場でも同じ状況で
あったため、この機

原発事故前に大熊町に配布されてい
た資料

会に共有されたことは心強く感じました。
一見硬いテーマのようですが、きっと避難者の方自
身も行政に対して感じてきた「なぜ？」とつながるこ
とだろうと思いました。
（はっとり）

9/21（土）・法政大学ボアソナードタワー（東京都）

（共同通信の記事より）

「第 34 回自治総研セミナー
自治体の可能性と限界
―原発災害から考える」

原発事故で想定外の行政ニーズ増
東京で自治体シンポ

「原発災害」に対して、自治体は何ができて何がで

東京電力福島第 1 原発事故の教訓を踏まえ、原発災

きないのか、また市民にとって、国にとって自治体と

害時の自治体の役割について話し合うシンポジウムが

はどういう存在なのか、ということをテーマにした自

21 日、東京都千代田区の法政大キャンパスで開かれ

治体研究をされている方、自治体職員、支援者の講演

た。福島県の被災自治体は、県外に避難した住民のケ

セミナーへ参加しました。

アなど新たな行政ニーズが膨らみ、対応が追い付いて

前半は「原発災害と自治体」というテーマで、2 人の

いないと苦境を訴えた。

研究者による理論的な問題提起。後半は「自治体がで

全町避難が 4 月まで続いた福島県大熊町の石田仁

きたこと・できなかったこと」というテーマで、大熊

副町長は「住民は北海道から沖縄まで避難している。

町の副町長・石田仁氏、相馬市の弁護士・平岡路子氏、

想定されていないことだった」と説明。各地の自治体

埼玉県で広域避難者支援に携わる西城戸誠氏から現場

と連携して県外避難者を物心両面で支えたいとの思い

の報告等、全体討論が行われました。

はあるが、職員不足などで十分な対応は難しく「でき
ないことはいっぱいある。ため息が出る」と話した。

自治体の意思は何に由来するのか、国策から自立し
た自治構造はつくることが可能なのか、避難元・避難

9/26（木）・ほっと岡山（岡山市）

先自治体、そして国と、私たちも常に働きかけを続け

くるくるお茶会

てきているので、興味深く学ぶ機会となりました。後
半のお話では、大熊町の副町長のことばから、事故当

今月は少なめで常連さんばかりでした。広島へ旅行

時、情報から遮断されたまま町民が被ばくさせられた

に行きたいという方と一緒に、地図を見ながら旅程な

か、その深刻さが感じられました。今もなお大熊町の

ど考えました。
来られた方が少なかったので、ハンドケアもゆっく

汚染被害は深刻で、町全体の 90％以上が帰宅困難区

りしていただけました。
（宮岡篤子）

域であること。放射能汚染物質の「中間」貯蔵施設
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インターンシップ

2019 夏

今年も ESD 学生インターンシップの受け入れを実施しました。
ESD 学生インターンシップとは、岡山 ESD 推進協議会が実施する、大学生に岡山市が抱える地
域課題の解決に取り組む NPO の活動を体験してもらうことで、地域課題の解決における NPO、社
会教育機関等、様々な関係者の役割を理解し、地域コミュニティでの ESD の実践につなげていくこ
とを目的とした取り組みです。
今夏の実習期間は 8 月 23 日 ( 金 ) ～ 9 月 8 日 ( 日 ) で、2 名の学生がほっと岡山へ来てくれました。
日頃手が回らない作業を進めることができたので、それだけでも助かったのですが、学生の少しの
業務内容からも何かしらを学び吸収していこうとする姿勢に感銘を受けました。
参加した学生から感想をいただきましたので、ご紹介します。

私は生まれも育ちも岡山で、ほっと岡山へ来るまで正直避難者の問題を深く考えたことはありま
せんでした。
こちらで研修させていただく中で、移住先での問題や離れて暮らす家族の問題などを学びました。
岡山も、せまる南海トラフ地震により被害を受ける可能性があり、自分の立場になって考えると
心が痛みました。
ほっと岡山はそういった方々も支えるとても素晴らしい団体だと思います。私もこれを機に災害
の問題についてもっと考えていきたいです。

（岡山商科大学法学部 3 年

井藤）

実習期間を終えて 9 月 11 日は ESD インターンシッ
プ報告会に出席してきました。今年は報告会と合わせて
課題共有ワークショップを行う内容で、同じテーブル
となったインターンシップ受け入れ団体が、NPO 法人
岡山高等学院と社会福祉法人報恩積善会だったからか、
ESD 学生インターンシップに参加した学生の他にも教
育や福祉に関心のある学生が多く参加しワークを行いま
した。
ほっと岡山を知らなかった学生に知ってもらう機会となり、インターンシップを受け入れた団体
同士もワークを通じて互いがどのような活動をしているのか理解が深まったのではないかと思いま
す。また不登校も高齢者の孤立も広域避難者もそれぞれ支援実施母体となる団体はあっても、その
課題全てが個々としてあるわけではないという話にもなり、こういった場へ足を運ぶ学生の皆さん
には今後も社会福祉や地域福祉について関心を寄せて、関わってもらいたいと思いました。
今回課題共有ワークショップで一緒になった社会福祉法人報恩積善会は津島にあるホームのふれ
あいホールで「つしまみんな食堂」を 3 ヶ月に 1 回のペースで開催されているそうです。他にもど
なたでもどうぞと開催しているカフェや講座もあるとかで、避難・移住されてきた方で近隣にお住
まいの方がいらしたらぜひ遊びに来てくださいとお声掛けいただきました。お近くの方はぜひ。ま
た高校卒業資格の取得のサポートなどをされている岡山高等学院の案内資料はほっと岡山にもあり
ますので、ご興味のある方はご連絡ください。

（かんくみ）
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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 5 回目のプレゼンターは岩田 由佳さん。
生まれも育ちも岡山で、

子ども・マタニティ用品交換サービスの

「triccco（トリコ）」を運営する岩田さんが
紹介してくれるのは、冬の訪れを

そっと知らせてくれる「あみ大根」。
読むだけで食べたくなってくる
岡山の郷土料理です！

地方で生まれ育つと「ここにあるものはなんでも東京にある！」と思
い込んでるところ、あったりします。都会の人はおいしいものをなんで
も知っていて、各地から食材が集まっているのだろう……と。
とはいえ私も「きび団子」や「祭り寿司」が岡山独自のものだとは知っ
てます。それに、きび団子は桃太郎だし、祭り寿司はちらし寿司。人に
言えば伝わります。
岡山の郷土料理「とりす」も知る人は少ないでしょうが、東京で同じ
ものを作ることは可能です。
でも、岡山にあって、東京にないものもあるんです。
そのことを知ったのは、上京した年の秋でした。
スーパーで、とある食材を探したんです。でも、どこにも売っていない。岡山のスーパーだったら、
どこでも買えるのに……。
食材の名前は「あみ」。
そう。「あみ大根」作りたかったんです。でも、東京の人にいくら話しても伝わりません。
「あみ焼きした大根」じゃないんですよ！
都会の人はなんでもおいしいものを知っていると思っていたのに。
ふけゆく秋の夜、肌寒さが増す中、はふはふ食べる「あみ大根」。
大根が主役か、あみが主役か。ドラえもんが主役か、のび太が主役かと同じくらいの
論争を巻き起こしかねない「あみ大根」。
誰が作っても、おいしくできる「あみ大根」。
さぁ、そろそろお店に並ぶ時期ですよ。
瀬戸内海でとれる、ちっちゃなエビのことなんですよ。「あみ」。
●
昆布、水洗いして水切りしたあみ、大根を鍋に入れます（土鍋だとなお良）。
味付けは、しょうゆ、酒、砂糖のみ。それでぐつぐつ煮ればいいんです。
ご飯に最高のおかずです。『八日目の蝉』ならぬ「二日目のあみ」も◎です。

triccco（トリコ）
使わなくなったものを次に必要なものと、とりかえっこ！ 子ども用品、
マタニティ用品交換プロジェクト。毎月 10 日にイベントを行っているほ
か、
Facebook コミュニティ（@triccco.community）で交換を行っています。
URL ameblo.jp/triccco
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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

11 月以降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。

場 所：ほっと岡山交流スペース

毎週水曜日

10/30、
11/6、13、
20、27（水）

＊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

こどものひみつきち

講 師：大谷見矢子さん（アロマ

中学 3 年生が一緒に宿題し

とハーブとクラフトの Marbles

たり、勉強したり。楽しいイベン

代表。KTC おおぞら高等学院み

トも考えています。申し込み不要

らいの架け橋非常勤講師。
アロマ・
毎月第３水曜日アートのじかん

です。子どもたちの居場所です。

11/20（水）

ぜひ来てください！（大学生のサ

ねっこぼっこ

ポートが入る日もあります）
●
時 間：16:00 〜 18:00
場 所：ほっと岡山交流スペース
問合せ：ほっと岡山
＊担当者の学校行事等の関係で開
催されないこともあります。お越
しになる際は事前にご連絡をいた
だければ嬉しいです。

11 月はクリスマス約 1 か月前
ということで、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。どんなリースが出来るか
とっても楽しみです。写真は昨年
作ったみなさんのリースです。
●
時 間：10:00 ～ 12:00

ハーブ・セルフケアの資格と経験
を活かし県内外で活動中。ホリス
ティックかおりアーティスト。主
な資格 / 日本ハンドケア協会ハ
ンドケアマイスター、AEAJ 認
定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、
数秘＆カラー ®︎ ヴィジョニング
ファシリテーター ,WorldShift コ
ミュニケーター、メディカルハー
ブコーディネーターなど）
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

自然の素材を使ってクリスマスリースを作ります
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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

昨年のねっこぼっこで参加者の方たちが作ったクリスマスリース

岡山県浅口市

11/16（土）

ほっとめぐる交流
会 ＠井笠地域

6 月の支援情報説明会に続き、
岡山県危機管理課の共催で交流会
を開催します。
●

ストラクター、アロマ空間アドバ

らせください。

イザー、ハンドケアマイスターと

問合せ：ほっと岡山

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

毎月最終木曜日

ミニ交流会

11/28（木）

くるくるお茶会・
アロマケア
季節の変わり目、お茶を飲んで

意してお待ちしています。いい匂
いとともにハンドケアリラックス
タイムをお過ごしください。
●
時 間：11:00 ～ 15:00

時 間：13:00 ～ 15:00

ゆっくりおしゃべりして、のんび

場 所：ほっと岡山交流スペース

場 所：浅口市健康福祉センター

りしませんか。アロマセラピスト

＊駐車場に限りがございますので

の大谷さんのアロマハンドケア（無

近隣のパーキング等をご利用くだ

参 加：無料（託児有・要申込）

料）もあります。お出かけ好きな

さい。

申込み：①お名前②連絡先③託児

宮岡夫婦が、秋の行楽のご相談に

＊相談員の宮岡篤子がご一緒しま

希望の方はお子さんのお名前・年

も乗りますよ。常連さんも初めて

す。

齢をメールまたはお電話にてお知

の方も大歓迎！お待ちしてます。

（浅口市鴨方町鴨方 2244-26）

「わたしとソウルフード」新春特別企画「私とお雑煮」レシピ大募集 !!

皆さんが心に持っている郷土料理を紹介しあうコーナー「わたしとソウルフード」。年末
号では特大版として「お雑煮」をテーマにしようと思っています！
ご自慢の「お雑煮」についてお聞かせください！

そこでぜひ、皆さん

簡単なレシピ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！

表紙の写真も引き続き募集中です。（編集部）
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広島県広島市

12/ 7（土）

3.11 当事者ネット
ワークキャラバン
2019 広島
「わたしたちの
座談会 」

開場）

申込み・問合せ：

場 所：広島市東区総合福祉セン

●メール：info@ hiraeth.work

ター 4 階 ボランティア研修室（広

● HP：http://hiraeth.work/

島市東区東蟹屋町 9 − 34)

●電話：090-1326-8329

参加対象者：避難当事者（30 人程

311 当 事 者 ネ ッ ト ワ ー ク

度：支援者の方もどうぞご参加く

HIRAETH
（ヒラエス）
事務局
（藤本）

ださい）

メール（件名：広島キャラバンと

＊簡単な軽食あります。全国各地

記載）
・ホームページお問い合わせ

のおやつも登場

フォーム・お電話にて、①お名前

＊お子さんも一緒にお越しくださ

②連絡先 ③託児希望の方はお子さ

い。託児あります

んの人数・年齢をお知らせくださ

＊終了後に懇親会を予定していま

い。

す（食事代は各自ご負担ください） ＊締切は 11/30（水）です。

次の災害に私たちの経験が活か
されるようにと願いを込めて、み

＊参加ご希望の方は、お手数です

なさんとともに３. １１の経験を聴

が上記お申し込み方法にてご連絡

きあい語りあいの座談会をひらき

ください。

ます。

＊準備のため、メール等事前に申
し込み頂けると幸いです。

●
時

間：12:00 ～ 17:00（11:30

ほっとおたより NEWS を置いてくださっている団体やお店
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

きらめきプラザ 2 階

らんらん亭 岡山市北区西古松 250–109

エコロジー＆ナチュラルフーズ

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

Loch Cafe（ラックカフェ）

玉野市築港 1–4–16

8

( 順不同・敬称略 )

ラポルト大元駅前ビル 1 階

広島県広島市

12/8（日）

ふくしま県人会の
つどい
思いがけずふるさとを離れるこ
とになってしまったけれど、だか
らこそやっぱり「福島っていいと
ころだったなー好きだなー」と感
じている避難者の方も多いのでは
ないでしょうか。岡山で暮らしな
がら、ふるさと福島とのつながり
を前向きに大切にする場として提
案されたのが「ふくしま県人会」
です。ちまき作りや芋煮会などふ

10 月のねっこぼっこで使った楽
器の数々。ねっこぼっこは毎月
第 3 水曜日に開催します。

くしま県人会として開催したい案
はいくつもあり、今後もゆるやか

「わたしたちの座談会」
＆「ふくしま県人会」

に活動を続けていきたいと思って

12/7・8（土・日）

いるのですが、正式に立ち上げる
て広島で活動する「ひろしま福島

ひろしまバス
ツアー

県人会」の成り立ちや活動につい

中・四国の避難者のみなさんと

かどうかの検討や活動の参考とし

てお話を伺う場を設けました。
福島県出身の方はもちろん、福

交流しませんか？ 昨年より、沖
縄、北海道、東京、福島、新潟、

島県に縁のある方、福島県が好き

埼玉と開催されてきた全国キャラ

という方もぜひご参加ください。

バンが、12 月は中・四国地方の

お問合せはほっと岡山まで。
●

かけはしプラン A（福島県）

12/29（ 土・日）
2020/1/4（土）
ふるさと交流会

年末年始も他団体と連携協力し、
福島県内でふるさと交流会を行い

ます。12/29 は郡山、
福島、
いわき、
避難者のみなさんとご一緒します。 南相馬の４会場。年明けの 1/4 は
またこの機会にあわせ、ふくしま 郡山と福島の２会場です。ほっと

時 間：10：00 ～ 11：30

県人会の集いも開催します。1 泊

岡山は 12/29 の南相馬会場（ホ

場 所：広島県広島市（予定）

2 日のバスツアー、ご一緒しませ

テルラフィーヌ原ノ町）を担当し

んか？ 詳細は別紙を参照くださ

ます。ふるさとを遠く離れて経験

い。

した様々な出来事を聴きあい話し
●

合いができる「参加して良かった」

日 時：12/7・8（土・日）1 泊

と感じる交流会にしたいと思い準

2日

備しています。お子さんも楽しく

場 所：広島県広島市

過ごせるワークショップも用意し

参加対象者：避難当事者（避難元

ていますので、参加をご希望の方

を問いません）

はほっと岡山事務局までお問い合

募 集：30 人程度

わせください。
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ニュースダイジェスト

2019 年 9 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。
未契約入居の避難者提訴へ

浩知事は 17 日の定例記者会見で「県の予算で行った以上、
私の責任。住民への配慮に欠き、深くおわびする」と陳謝

（福島民報 19/9/6）

福島県は東京電力福島第一原発事故に伴う自主避難者の

した。

住宅の供与期限後も未契約のまま入居している避難者 5 世

「当事者でない」→「責任持ち対応」復興相、自主避難
者支援巡る発言修正

帯を相手取り、住宅の明け渡しと家賃相当額の支払いを求

（河北新報 19/9/18）

うち、東京都江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に仮設

めて提訴する方針を固めた。

田中和徳復興相は 17 日の閣議後記者会見で、東京電力福
島第一原発事故に伴う自主避難者への支援を巡る復興庁の

自主避難者支援「担当ではない」田中復興相

対応について「責任を持って、福島県と密に連携している」
と述べた。
「直接の当事者ではない」とした 13 日の発言を

（福島民友 19/9/14）

田中和徳復興相は 13 日の閣議後会見で、東京電力福島第

修正した形だ。田中氏は冒頭、自ら発言を切り出し、原発

一原発事故に伴う自主避難者への支援を巡り「担当ではな

事故の被災者を支援する「子ども・被災者支援法」を所管

い役所（復興庁）が明確に申し上げることは差し控えたい。

しているとして「今後も避難者に寄り添った支援に取り組

県とともに我々も努力しているが、直接という立場ではな

む」と強調した。

い。県の方で責任を持ってやっていただいているという認
識だ」と発言した。

宮城県畜産試験場で汚染牧草すき込み 			
知事「深くおわびする」と陳謝

大阪湾への処理水放出発言で抗議 			
地元漁業組合が市長と府知事に
（共同通信 19/9/18）

東京電力福島第一原発の放射性物質を含む処理水を巡り、
松井一郎大阪市長と吉村洋文大阪府知事が科学的に環境被

（河北新報 19/9/18）

宮城県畜産試験場（宮城県大崎市）が周辺住民に事前説

害がないという国の確認などを条件に、大阪湾で放出する

明をせず、2017 年から東京電力福島第一原発事故で生じた

可能性に相次いで言及したことを受け、大阪府漁業協同組

汚染牧草を場内にすき込む処理をしていた問題で、村井嘉

合連合会（岡修会長、同府岸和田市）は 18 日、両氏に発言
撤回を求める緊急抗議文を提出した。

被害者側、検察官役に控訴要請 				
東電旧経営陣の無罪巡り
（日本経済新聞 19/9/24）

福島第一原子力発電所事故を巡り、業務上過失致死傷罪
で強制起訴された東京電力旧経営陣 3 人を無罪とした東京
地裁判決について、被害者側弁護士は 24 日、検察官役の指
定弁護士を務める石田省三郎弁護士と面会し、控訴を要請
した。石田弁護士は「慎重に判断する」と回答したという。

ほ っ と 岡 山 日 誌

9月

3（火）

ESD インターンシップ受け入れ終了
・ESD 推進協議会担当者来所

18（水）ねっこぼっこ、こどものひみつきち

4（水）

「福島県 令和元年度県外避難者支援運営業務」
地域巡回員関係者ミーティング出席

19（木） 相談員ミーティング・組織強化研修

5（木）

相談員ミーティング、
災害支援ネットワークおかやま会議出席

「第 34 回自治総研セミナー 自治体の可能性と
21（土）
限界―原発災害から考える」参加

「ESD インターンシップ報告会」出席、
11（水）
こどものひみつきち

22（日）役員会議

「311 当事者ネットワークキャラバン 2019 新潟」
14
（土）
開催・参加

25（水）こどものひみつきち

15（日）
「バイオグラフィーワーク体験講座」開催

26（木）くるくるお茶会・アロマケア

10

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

11

日

月

10/20

21

27

28

●バイオグラフィーワーク

4

3

10

17

●バイオグラフィーワーク

24

タ

ッ

22

29

●相談員：大和田

祝日

11

5

水

木

23

24

30

●こどものひみつきち

●こどものひみつきち

6

●相談員：大和田

●こどものひみつきち

12

13

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
金

26

31

1

2

7

8

9

●相談員：宮岡
（篤） ●相談員：司法書士
●相談員：宮岡
（義）
●くるくるお茶会・アロマ

18

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田
●ユースプロジェクト
●夢カフェ
2019

●相談員：宮岡
（義） ●ねっこぼっこ

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：臨床心理士

14

15

16

19

21

22

23 祝日

●相談員：大和田

20

●ねっこぼっこ

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

●こどものひみつきち

よ

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●服部
土

25

●相談員：大和田

●こどものひみつきち

25

フ

火
祝日

●ヒラエス＆
ここカフェ

●学校にいかない
子どもをもつ親の会

●ユースプロジェクト
2019

ス

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

2019 年

26

●相談員：大和田

27

●こどものひみつきち

●ほっとめぐる交流会

（午後お休み）

28

●相談員：宮岡
（篤）
●相談員：宮岡
（義）
●くるくるお茶会・アロマ

29

（相談お休み）

30

り

●秋の気配が漂いだすと、毎年のように
芋煮会がやりたいと思います。私の地元
では豚肉に味噌で味付けなので（牛肉に
醤油味の芋煮は山形）、それって豚汁じゃ
ないの？ と言われるし、実際家で作った
ら豚汁。それでも河原で、大鍋で作った
ら芋煮。職場の人たちと、友人と、家族と、
秋になったら芋煮会。来年こそはと思い
ます。同じく芋煮会と聞くとウズウズし
てくる仲間も、芋煮会向きの手頃な河原
情報も募集しています。 （かんくみ）
●冬野菜の種をお盆過ぎに涼しかったの
もあって蒔いた。9 月になって暑い日が
続いて、様子が変。元気な奴だけでもと
植え付けてはみたが暑さで虫にやられて
全滅。蒔き直し。少し遅れたけど植え付
けも終わりキャベツ、ブロッコリー、白菜、
だいこん、蕪、ホウレンソウ、ゆっくり育っ
てます。食べれるところにたどり着くの
だろうか。玉ねぎは、11 月の畑デビュー
を待って大きくなっています。おまけに。
ジャーマンカモミールとイタリアンパセ
リが芽を出しました。これも植えなくて
は。うまくいっても、いかなくても種ま
きと畑仕事は、やめられない。（宮岡義）

●「月日は百代の過客にして、行き交う
年もまた旅人なり。舟の上に生涯を浮か
べ、馬の口をとらえて老いを迎ふる者は
日々を旅にして旅を栖（すみか）とす。
（『奥
の細道』より）」。今年なくなった父のこ
とを思うと、この一節を思い出します。
長距離トラック運転手だった父は、旅に
生きる人でした。父がずっと旅していた
滋賀県へ、この秋母と夫と旅してこよう
と思います。
（宮岡篤）
●水道事業への民間企業参入を進める水
道法が改定され 10 月より施工されると
いう。これまた竹中平蔵氏が参加してい
る「産業競争力会議」が要望したもので
ある。岡山市議会で質問した市議に対し
て市長は「私が市長の間は民営化はしな
い 」 と 答 え た と い う。 し か し 市 議 会 と
して反対しているわけでない。市長が変
わったら？ 市議の多数が賛成したら？
どうなるかわからない。静岡県浜松市は
2018 年下水道を民営化した。さらに上
水道を民営化しようとし市民の反対運動
により市長は無期限延期を表明したが、
計画を撤廃してはいない。世界の流れと
しては民営化が失敗し、再公営化してい
11

るところは多い。パリ市でも 1984 年民
営化したが水道料金は 2 倍以上となり再
公営化している。ベルリンでも公営事業
に戻していると聞く。「水は人権であり、
命の源である」それを誰かの利益のため
に売り渡していいのだろうか？ 水のこと
を考えたい人、知恵を出し話し合いましょ
う。 ● 日 時： 毎 月 第 3 土 曜 日 13:30 〜
16:00 ／●場所
コットン古都夢（た
だし 11 月はお休みです）／●主催：平
和と自治の広場（TEL090-4434-4748）
（大和田）
● テ レ ビ と 私（ 続 編 ）。20 代 の 一 人 暮
らし時代、夜遅く仕事から帰ってきて疲
れているにもかかわらず、朝まで付けっ
放し、ひどい時には目もずっと追い続け
て睡眠不足。こんな日が慢性的になって
「はっ！」と気づき、テレビを断捨離した
のでした。テレビへの抵抗感？ も随分薄
れてきて、「ああ、世間ではこんな風に
ニュースを見ているのね！」と新たな発
見もあり。意外にも子どもたちはテレビ
もほどほどに飽きたようで、テレビとは
ほどよい関係を保てそうな予感、です。
（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
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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

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
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【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
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路面電車
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モール
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口

東口
岡山
駅
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東口
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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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Tel:
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一般社団法人
ほっと岡山
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oﬃce.hotokayama@gmail.com
岡山市北区東古松1-14-24
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事務局
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10:00〜17:00
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10:00〜17:00
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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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