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今月の内容
●特集　311 スタディーズ　小さき声に耳をすます
            〜ハンセン病療養所フィールドワーク〜
●ほっと岡山レポート
●私とソウルフード
●催し物のご案内
●伝言板
●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

昨年末に開催したユースプロジェクトにて

枯れ草の下から、力強い緑の下萌えが
うかがえるようになりました。
日脚も伸びて、春が待ち遠しいですね。
そんな日々、今年の「暖冬」は特別に感じられ、
足元から世界中の環境変化へ、思いが広がるこの頃です。

全国の避難者数（令和元年12月9日復興庁調べ）

全国の避難者数 : 約 49,000人

岡山県の避難者数 : 943人
（うち、福島県からの避難者216人）
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特 集

小さき声に耳をすます
― ハンセン病療養所フィールドワーク ―

311 スタディーズ Vol. 12

　多様な「当事者」の経験を通し、社会の多数ではない、小さき声に耳を傾け、
一人ひとりの尊厳について学ぶ―。
　今年度の「311 スタディーズ」は「当事者」をテーマに絞って開催しています。
　昨年 8 月には、岡山県内にある 2 箇所のハンセン病療養所を直接訪れ、
光明園家族教会長老として療養所の入所した方々に長く寄り添ってきた難波幸矢さんに、
療養所、そしてハンセン病の歴史と現状を語っていただきました。
　ここでは、そのお話の一部を抜粋、編集してお届けします。

らい予防法とハンセン病患者
在宅療養を認めず強制収容、絶対隔離の政策を確立した
らい予防法により、療養所に患者が送り込まれました。

　まず、最初に、ハンセン病（注１）はらい菌による

慢性感染症です。感染力が弱く成人はほとんど感

染しません。感染しても発症は稀で、有効な治療

薬がない時代から、療養所職員の感染例はありま

せん。

　日本においてハンセン病に関して初めて制定さ

れた法律は、1907（明治40）年の「癩
らい

予防ニ関スル件」

となります。これによって、全国を 5 地区に分割、

公立療養所を設置することになりました（注２）。1931

（昭和 6）年には、それを改正した「癩予防法」が

制定されました。1996（平成 8）年に廃止されるま

で、在宅療養を認めず強制収容、絶対隔離の政策

を確立した法律です。この「らい予防法」のこと

を私は「最大の悪法」だと思っています。

　らい予防法のもとでハンセン病になった人々の

置かれた状況について話してみましょう。

　まず、強制収容、強制隔離。石炭や動物の貨車、

鉄格子のある犯罪者用の車、トラックなどで収容

される。家の中や、歩く後ろからクレゾールをま

かれたりしました。次に、強制労働。「相愛互助」

の精神のもと、開墾、養豚、養鶏、洗濯、縫製、

重病者や不自由者の介護や世話、さらには同病者

の火葬まで 50 種類以上仕事がありました。

　そして、治療が目的ではなく、ハンセン病撲滅

が目的だったので、結婚する者は種断、妊娠した

ら中絶。産まれたら殺すこともまかり通っていま

した。後でお話しする訴訟で原告が勝訴したのち

に、光明園内で胎児の標本が 49 体見つかりました。

愛生園は 0 体。「らい予防法」廃止後に問題になる

ことを恐れ、全部業者に渡して焼却したんですね。

でも光明園では物置の棚の隅で埃をかぶっていた

胎児の標本が出てきたわけです。全国で 118体見

つかりました。また、分かっているだけで 3,165 人

が生を受けることなく葬られました。

　死亡した患者の90パーセントは解剖されました。

それらが、ハンセン病の治療のために役立つ解剖

だったのかをハンセン病問題検証会議（注３）で調査

したところ全国で数体くらいでした。つまり、病

者のための解剖ではなかったということです。

　療養所内には監房がありました。しかも懲戒検

束権が所長に付与されていました。所長の裁量の

もと、気に入らなければ入所者は監房に入れられ

てしまうんです。例えば、あまりにも寒いので木

を切って暖をとった人も、入れられてしまいまし

た。施設内のものは、木 1 本でも国の持ち物なので、

勝手に切ったりするのはご法度なんですね。群馬
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県にある国立療養所栗生楽泉園は、冬場にはマイ

ナス 20 度になり、寒さのため獄死した人を床に凍

りついたふとんのまま剥がして外へ出したとのこ

とです。

　全国に 150 近くある国立の病院や療養所で火葬

場、納骨堂、そして寺があるのは、13 あるハンセ

ン病療養所のみです。『小島の春』という著作のあ

る医者の小川正子らが率先してハンセン病の人た

ちを療養所に入れたのですが、らい予防法は、入

口があって出口がない法律だったのです。実際「3 ヶ

月もしたら帰れるから」と言われて入所したが、

治っているのに数十年も入れられたままなのです。

　逃走を防止するため現金を全て園内通貨に替え

させられました。「駒」といって 1954 （昭和 29）年

まで使われていました。金額の確認もされないま

ま取り上げられる。「お父さんからもらった記念コ

インだけ持っておきたい」とお願いしても、そん

なものを預かった覚えはないと言われたそうです。

　差別や偏見を恐れ、さらに、故郷に残してきた

家族を守るため偽名の人も多いんです。「お前はす

でに死んだことになってる。もう墓もできている。

手紙を書くな」と家族に言われて入所するんです。

そして本名を周りに知られないまま死んで、療養

所内にある火葬場で焼かれて、納骨堂に入るので

す。

　このような証言もあります。その方は食事を配

膳する係だったのですが、ある時、投獄されてい

る人の関係者から中にいる誰それに持ってっても

らえないか、とお饅頭を渡されたそうです。美味

しそうで、食べたくて仕方なかったけれど、我慢

してその人に渡した。そして翌日朝食を持って行っ

たら、その人は死んでいたんです。お饅頭は、毒

饅頭だったんです。亡くなった方の親族が、ハン

セン病と縁を切りたい一心で食べさせたんですね。

注１：ハンセン病は体の一部が変形するなど、症状が目に見えることや、「治ら
ない病気」との誤解などが元で、かつての日本では忌避されてきた経緯
があります。現在は治療薬により感染しても完治します。現在、療養所
の入所者は皆、病気が治癒した「回復者」です。（編集部より）

注２：多摩全生園、松丘保養園、外島保養院、大島青松園、菊池恵楓園の 5 つ。
外島保養院は、1941（昭和 16）年に国に移管され「邑久光明園」とな
りました。

注３：ハンセン病問題検証会議＝日本のハンセン病患者に対する強制隔離施策
が長期間続けられた原因を、医学的観点、社会学的観点、らい予防法な
どの法令の観点などから、精密に検証することを目的とした会議であ
る。2001 年 5 月 11 日、隔離政策の違法を認めた熊本地裁判決を受け、
2002 年 10 月 16 日、国は「ハンセン病政策の歴史と実態について、科
学的、歴史的に多方面から検証を行い、再発防止の提言を行う」ことを
目的として検証会議を設置した。2 年半に及ぶ会議の結果、「最終報告書」
がまとめられ、2005 年 3 月 1 日に、厚生労働省へ提出された。実地に
各園を回り、証言を聞き、検討した結果は膨大な報告書及び「検証会議」
( 光陽出版社、2005 年 ) の他、厚生労働省や日弁連法務研究財団のホー
ムページにまとめて発表されている。この中には「ハンセン病問題に関
する被害実態調査報告書」や「胎児等の標本調査結果報告書」を含む。
http://www.jlf.or.jp/work/hansen_report.shtml#saisyu Wikipedia よ り
抜粋・引用

長島愛生園歴史館。かつては愛生園の管理棟だった建物を改修して使われています。
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特 集

差別と偏見の歴史

　このようにハンセン病患者を強制隔離してきた

「らい予防法」。これを違憲であると提訴した、ら

い予防法違憲国家賠償請求訴訟（注４）は　2001（平

成 13）年に熊本地裁で原告が勝訴しました。当時

の首相の小泉純一郎さんが控訴を断念しました。

　その判決が出た翌日には、今度は、韓国と台湾

の原告団が日本に提訴しました。日本でも、ハン

セン病患者は大変に差別的な扱いを受けていまし

たが、韓国や台湾のハンセン病患者は植民地時代

に、さらにひどい扱いを受けたからなんですね。

一例を挙げると、あまりにも寒いから、燃やして

暖をとるために木を切った方がいたそうなんです。

先ほども話したように、日本でしたら投獄ですが、

植民地では足をのこぎりで切られたそうです。提

訴した方は、足の骨を切るノコギリの音が忘れら

れない、と言っているんです。他にも、体調が悪

くて、レンガ作りの作業に出られなかったら、焼

きごてを当てられたという人もいます。最終的に

和解となりましたが、大変な歴史があったという

ことです。

　海外でのハンセン病患者への対処法は、日本と

は大きく異なります。例えば、ノルウェーでは、

街の真ん中にハンセン病の療養所を建てるという

んですよね。人気のないところに建てる日本とは

真逆ですね。

　なぜ、世界の動向とこれほどまでに乖離したら

い予防法がなかなか廃止されなかったのか。それ

には、国立長島愛生園の園長・光田健輔（注５）の権

威があまりにも強かったことが関係していると私

は思います。

　1916 年に作成された「特殊部落調　附癩村調」

というものがあります。特殊部落は貧しいから、

きっと癩病が多いはず。全国の部落を調べて、癩

病患者を見つけるように、当時の厚生省が命じた

んですね。それだけの権威がなぜ光田という一介

の医者にあったのか不思議に思うほどの権威集中

がありました。この強制収容・終生隔離が国際連

盟から批判を受け、そのために 1933（昭和 8）年に

日本が国際連盟を脱退します。その方針が 1996（平

成 8）年まで良しとされてきましたが、外国では全

ハンセン病の正しい知識のないゆえに生まれた差別と偏見。
それらは今も根深く残る。難波さんは、そう語ります。
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く通用しない考え方です。光田健輔は「らい者の父」

と言われて文化勲章までもらっていますが、元患

者さんは文化勲章を取り返さねば本当の勝訴とは

ならないと言っています。

　ハンセン病への差別は、根深くありました。

　そもそも、長島愛生園の初代園長だった光田健

輔の昭和初期の講演の記録を読むと「あなたがお

金を出して十坪住宅（注６）を作れば、あなたが感染

せずに済みます」と話して、寄付金を集めていま

した。療養所内にある光明神社の狛犬さんの足元

には「滋賀県癩根絶期成同盟」の文字が彫られて

います。らい病患者は、全員施設に入れて、うち（滋

賀県）にはらい病患者がゼロです、という証明です。

その文字が今も残っているんですよ。

　私は教会の礼拝が終わると、入所者と一緒に食

事をします。一枚のお皿のものを一緒に食べます

が、全然気にならない。だってうつりませんもの。

そもそも彼らのハンセン病は治っていますしね。

でも、ハンセン病の正しい知識を日本人は知らさ

れてきませんでした。だから、患者が近づくと、

口を着物の袖で覆って逃げていたんですよ。

　最近では 2004 年にハンセン病元患者宿泊拒否事

件（注７）が起きました。温泉旅行に出ようとして予

約をしたハンセン病元患者たちが、ホテルから宿

泊を拒否されたんです。ホテルには県知事の名前

で講義文を出し、宿泊拒否の撤回を求めました。

その後、ホテル側が記者会見を開き、支配人さん

が謝罪文を読み上げたんです。その最後に、これ

は本社は関係ない、私の一存でやった。と一言加

えたんですね。

　そこで、それはおかしいのでは？ トカゲの尻尾

切りみたいな謝罪は受け取れないと、受け取りを

拒否したのです。それをマスコミが「（元患者サイ

ドが）謝罪声明を拒否した」と流したんです。そ

うしたらそのニュースに対して全国からファクス

や電話がたくさん来ました。多くが批判でした。

「私たちは年に 1 回も温泉に行けない。あなたたち

は、なんの金で行っている？」「また金が欲しいの

か？」。さらには「あなたたちは人間じゃないんだ

から、人権なんかない」と言う人もいたんです。

なんでもかんでもそうやって訴えるけれども、温

泉に行って、あなたたちいたら、自分は入らない、

と。その中のひとつがあまりにひどくて、警察も

見過ごせなかった。差別くらいではなかなか腰を

上げない警察もこの時は動きました。手紙は署名

付きだったので、差出人のところに行ったんです。

そうしたら、その人は書いていないと言うんです。

そこで筆跡鑑定をしたら、確かにまるで違う文字。

その人は、部落解放のために頑張っている人だっ

たんですけれど、その人の名前でなりすまして嫌

がらせをした人がいたんですね。真犯人は、数年

服役しました。差別や偏見は、根深いものだと感

じています。

注４：らい予防法違憲国家賠償請求訴訟＝日本の著明な国家賠償訴訟のひとつ。
ハンセン病に罹患した患者を伝染のおそれがあるとして強制隔離するこ
とを定めたらい予防法が、日本国憲法に違憲であるとして提起した国家
賠償訴訟である。1998 年（平成 10 年）7 月 31 日、国立療養所星塚敬
愛園療養者 9 名と国立療養所菊池恵楓園療養者 4 名の合計 13 名が熊本
地方裁判所に提訴し、2001 年（平成 13 年）5 月 11 日に、原告全面勝
訴の判決が下された。この判決と控訴断念によって、行政府で時の首相
であった内閣総理大臣小泉純一郎・厚生労働大臣坂口力から謝罪が出て
いる。　Wikipedia より抜粋・引用

注５：光田健輔（みつだ けんすけ）＝日本の病理学者、皮膚科医。生涯をハン
セン病の撲滅に捧げ、国立長島愛生園初代園長等を歴任した。生前は ｢
救癩の父｣ と崇められ、文化勲章やダミアン・ダットン賞を受けた。そ
の一方で、患者の絶対隔離政策を推進する「癩予防法」改正、無癩県運動、

「らい予防法」制定等の中心人物であり、日本の対ハンセン病政策の明暗
を象徴する人物ともされる。贈正三位勲一等瑞宝章。（1876 年〜 1964
年）　Wikipedia より抜粋・引用

注６：十坪住宅＝昭和 7 年から 18 年に定員超過を補うために国立療養所「長
島愛生園」に建てられた木造住宅。基本の間取りは 6 畳 2 間で、複数の
入所が共同生活することが多かった。150 棟ほどの住宅の建築費は市民
からの寄付で建築費がまかなわれた。

注７：ハンセン病元患者宿泊拒否事件＝ 2003 年 11 月に熊本県阿蘇郡南小国
町のホテルがハンセン病元患者の宿泊を拒否した事件である。関連する
事件を総称していう場合もある。　Wikipedia より抜粋・引用

園内にある納骨堂。日本のハンセン病療養所には納骨堂が設置さ
れています。
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特 集

子どもたちとこれから

　幼くして発病した子どもたちもいました。大人

と同じように作業もさせられていましたが、1948

年から始まったプロミン治療が画期的に効いて、

ハンセン病は完治する病気になりました。そこで

治癒した人たちは、「軽快退所」といって、社会に

出て行くようになったんです。療養所の施設内に

あった高校で学んで、これも聞いた話ですが、卒

業前の数ヶ月、外の高校に籍を置いたそうです。

今では、教授になった方も社長になった方もいま

す。

　一方でこんな話もあります。社会に出て、看護

師になった未感染児童がいたんです。その娘に、

お母さんがどうしても会いたい、と。そうしたら、

その子が自殺してしまいました。ハンセン病の子

どもとして生きてはいけないという理由です。暗

い話ですけれど、事実なんですよね。どれも。

　国際ハンセン病学会でインドを訪問した時に、

現地のハンセン病のコロニーに視察に行った時の

ことをお話ししましょう。インド全体にコロニー

が 500 〜 600 ほどあって、それぞれに 100 〜 200

人ほど入所しているそうです。コロニーに行くと、

子どもたちのわーという歓声が聞こえてくるんで

すよ。日本の療養所では、子どもの声なんてまず

聞こえない。入所者が子どもを産んでいないんで

す。でもインドではいるんです。訪問した人たち

が「何かあげたい」ってなって、売店で色々買い

ました（笑）。視察に行ったサンティナナールのコ

ロニーは 122 人の当事者がいて、子どもと孫など

を加えると、全部で 540 人くらいいます。豊かで

はないから質素な施設です。でも、絶滅政策じゃ

ないから、子どもの声がするんですね。

　日本で唯一子どもを育てる事ができた療養所が

あります。私はハンセン病問題検証会議で各地に

13 ある療養所をすべて回ったのですが、奄美大島

にある国立療養所奄美和光園では、子どもを産め

ました。療養所にいたカトリックの神父が「子ど

もはおろさず産みなさい。育ててあげる」と働き

かけたんですね。それで２歳くらいまで療養所内

で育てて、その後、外の施設に預けられて、中学

校卒業まで面倒をみて社会に出すんです。施設内

にいる人たちが「孫がどこそこの大学に行きまし

た」って嬉しそうに報告してくれるんです。訪問

した私たちも、なんて素晴らしいことがおこなわ

れてきたんだ、と自分のことみたいに喜びました

よ。

子ども、そして家族…。裁判で国が責任を認めた今も、
ハンセン病に関わる人たちの課題はまだ残っています。

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
♣園とか政府としては隠したいことを
難波さんは話してくれました。どれも
貴重な話だと思います。闇に葬り去ら
れる話や語られなかった話がもっと明
るみに出ることで「どうしたらいいか」
を考えることができる。今日の時間だ

けでは全く足りないと感じました。
◦

♠ハンセン病患者や精神障害者、戦後
の傷痍軍人、身体障碍者、多くの国民
を隔離し閉じ込めてその人権をないが
しろにする政策を日本という国が長き

に渡り行ってきたのだから、原発事故
により故郷を奪われた人たち、被曝さ
せられた人たちのことも同じようにす
るのだろうと思った。だが一方で「お
かしいこと」をおかしいと訴えること
は当事者にとってとても大切なことだ
と思った。とても良い学びの機会に
なった。

◦
♦ハンセン病の人に対する偏見の歴史

参加者の主な感想（複数回答あり）
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　しかし多くの入所者は、らい予防法のもと強制

隔離をされ続ける中で、自分を大切にできなかっ

た。全ては家族のため。おとなしく、抗わず、静

かに生き、静かに逝った。「自分を大切にしないと、

怒る時に怒れない」んです。そういった扱いをさ

れてきたことを、入所者たちはずっとひきずって

いるんですよ。

　ハンセン病患者として各地で講演している宇佐

美治さんという方がいらっしゃいます。彼が、あ

る日私にこう話してくれました。「このまま自分が

死んで、愛生園の中にある納骨堂に入ると、国の

方針を認めることになる。でも家族とも縁を切っ

ている」と。私「じゃあ難波家の墓に入る？」っ

て申し出たんですよ。そのことについて、愛生園

には許可を取ったのですが、やはり血縁関係の方

たちにもお話ししておきたい、と思いました。そ

こで、宇佐美さんの記憶を辿って見つけた甥の方

に、家族がどうなったかが知りたい、とお伝えし

たら岡山まで来てくれたんです。宇佐美さんと会っ

たら、ふたりとも立ったまま号泣しました。それ

から宇佐美さんはずっと「あの人はどうした、こ

の人は」と、質問に次ぐ質問です。「僕が名前すら

知らない人まで知っている」と甥の方が驚いてい

た。そうして、家のお墓に入ってくださいと言っ

てくださったんです。

　ハンセン病患者の最後の課題は、家族との和解

です。彼らは家族のことを守るために、知らない

まま、死んでいく。でもお葬式に家族に来て欲しい、

家族の墓に入りたい。そう願っているんです。

●

　2011 年 6 月 22 日には、厚生労働省に追悼式典

が開かれ、当時の菅直人首相が「二度とこのよう

な悲劇を繰り返さないよう約束したい」と述べま

した。そして厚労省の敷地内に「名誉回復及び追

悼の碑」が建てられました。和解し、差別や偏見

もなくなってきた、良かった。でもそれだけでは、

終わらないことがまだまだあるんです。今、入所

者の方々が高齢化してきています。語り部 2 世と

して生きるには、一層密着して声を聞かないと、

と感じています。

　最後に、2019 年 6 月に判決が出たハンセン病家

族訴訟（注８）では、541 人が最終的に提訴しました。

提訴した彼らのみならず、彼らに関わる家族も入

れたら、全国に何万人いるのか、という話です。

でも、裁判に顔を見せるのは、毎回、決まった数

人だけ。後の人たちは顔も名前も出せないんです。

それが現実です。むしろ入所させられた当事者よ

りもっと辛い厳しい生活を強いられた事が、各々

の証言から見えてきました。それはひどいもので

す。

　ハンセン病問題は何も終わっていません。国の

長期の強制隔離がこれほどまでに当事者と家族を

呻きと悲しみと怒りのどん底に貶めたかが、家族

訴訟の証言から明らかになっています。

難
な ん ば  さ つ や

波幸矢 さん
日本キリスト教団東中国教区常置委員・伝道委員、日本キリスト教
団光明園家族教会長老、元瀬戸内ハンセン病人間回復裁判を支える
会代表、特定非営利活動法人・岡山ホームレス支援きずな理事。

注 8：ハンセン病家族訴訟＝ハンセン病患者に対する国の誤った隔離政策で差
別を受け、家族の離散などを強いられたとして、元患者の家族 561 人
が国に損害賠償と謝罪を求めた集団訴訟で、熊本地裁は、2019 年 6 月
28 日に国の責任を認め、総額 3 億 7675 万円の支払いを命じる判決を
言い渡した。判決は国に、原告のうち 541 人分について支払いを命じ、
2002 年以降に被害が明らかになった 20 人分は請求を棄却した。国の
ハンセン病政策をめぐっては、遅くとも 1960 年以降は治療法の確立な
どで隔離の必要がなくなったとして、元患者への賠償を命じる判決が 01
年に熊本地裁で確定。全国の元患者らに補償がなされたが、家族の被害
は顧みられないままだった。安倍晋三首相は控訴を断念、原告らと面会
し「政府を代表して心から深くおわび申し上げます」と謝罪した。　朝
日新聞記事より引用・抜粋

を知ることができました。もしかして、
50 年昔だったら、私だって偏見を持っ
ていたかもしれない。私自身、原発事
故の避難者ですけれど、日本の社会の
同調圧力、異質なものを排除する社会
の空気感が、息苦しくてたまらない。
話を聞きながら、今の日本で手を変え、
品を変え行われていることと一緒じゃ
ないかと感じました。

◦

♥日本ではほぼハンセン病を発症する
方はいないが、海外ではまだいると言
う状況を聞き、国ごとの格差の大きさ
を実感しました。博物館の（入所者の
方が作り上げた）島のミニチュアをみ
て、入所者の方々や宇佐美さんの素晴
らしい業績に驚かされました。

◦
❖語り続けることの大切さを実感しま
した。当事者がいなくなる前に、次の

世代が語り継いでいかないといけな
い。ハンセン病、原発、水俣、慰安婦
と問題を棲み分けるのではなく、人間
としての権利を傷つけられた人たち
は、ともに怒らなければならないし、
加害者に謝罪を求めなければならな
い。誰でも被害者になり得る社会の中
で、当事者として、様々な問題に関心
を持つことの大切さを改めて感じまし
た。
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イラスト：かんのおつこ

全国の療養所の入所者数は2017年5月
現在で1,468名います。ちなみにお隣の
邑久光明園の現況は、2018年3月現在で、
入所者数99名、内入所年数50年以上が
97名、平均年齢86.1歳（70歳以上の
入所者99%）です。

長島愛生園 ガイドマップ
長島愛生園は国立の療養所として 1930（昭和 5）年 11 月 20 日、
長島に開設されました。

歴史館（旧事務本館）

長島愛生園の歴史、入所者の作品、
語り部によるメッセージなどが見
学、鑑賞できます。1930 年に長島
愛生園の管理棟として竣工し、1996
年まで運営管理業務が行われていた
建物です。

収容桟橋

1939 年に収容が行れていた浜に桟橋
が設置され、ここから多くの入所者
が条理しました。当時、園内では職
員と入所者の生活区域は厳しく分け
られており、職員通勤用の桟橋とは
別になっていました。

回春寮
入所するとこの建物に収容され、各
種の検査や入所手続きが行れました。
現金などの禁止物品の取り上げ、消
毒風呂への入浴、持ち物の消毒など
もここで行われました。偽名もつけ
られ家族との縁も切らされました。

監房

秩序維持を目的として、園内には監
房が設置されました。当初は秩序維
持を目的としていましたが、実際に
は逃走した者などを多く収監しまし
た。懲戒権が園長が与えられていた
ため、ほとんど裁判は行われません
でした。

目白寮跡

歌人「明石海人」が暮らしていた寮。
海人は視力を失ったあと、短歌、俳
句などに才能を発揮しました。「深海
に生きる魚族のやうに、自ら燃えな
ければどこにも光はない」の言葉は、
多くの人々に希望を与えてくれます。

納骨堂

ハンセン病への偏見や差別の目は、
患者のみならず家族にまで及びまし
た。遺族が遺骨を引き取ることがで
きないケースが数多くありました。
この中には亡くなってもなお故郷に
帰れない 3,600 柱を超える遺骨が
眠っています。

水子地蔵

ハンセン病療養所では、子どもを作
ることが禁止されていました。入所
者は結婚の条件として避妊手術をさ
れたり、子どもができると中絶をさ
れもしました。水子地蔵はそんな子
どもたちを供養しています。

邑久長島大橋

1988 年、長島愛生園と邑久光明園
と、本州を結ぶ邑久長島大橋が開通
しました。架橋の運動が始まってか
ら完成まで 17 年余りかかったこの橋
は「人間回復の橋」と呼ばれています。

1
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参考：「長島愛生園歴史回廊」パンフレット、「わたしたちの長島愛生園ガイドマップ　共に学ぼう　共に生きよう！」盈進中学高等学校ヒューマンライツ部製作

♥植民地時代の話が気になりました。
あまりにも人権をないがしろにした
ことが日本人によって行われていた
ことに衝撃を受けました。
　　　　　　　　　（中学生　女子）

♦小学５年の時に、見学にきたこと
があります。その時には聞けなかっ
た話が聞けて、改めてハンセン病の
隔離政策がどれだけ残酷だったのが
がよくわかりました。私も今日の話
を聞いていなければ、ハンセン病の
元患者の方々のことを差別したかも
しれません。改めて、教育の大切さ
を実感しました。　　（中学生　女子）

♣教科書にもハンセン病のことが書
かれていたので、表面だけで分かっ
ていたつもりになっていました。で
も今日いろいろなことを初めて知る
ことができました。人権をないがし
ろにする政策をすすめてきた国は間
違っていると感じました。本当のこ
とを知ることは大切だと思いました。　
　　　　　　　　　  （中学生　女子）

恵の鐘

周囲を見渡せる高台に据えられてい
ます。1936 年、「無らい県運動」に
より入所者が増え食料や住宅が不足
したことから、入所者たちが処遇改
善を求めてここで命がけの抗議を
行った「長島事件」が起こりました。

一朗道

久保田一朗（本名：具奉守）は 1932
年に入園、土木部主任として園内の
宅地造成や道路工事に大きく貢献し
ました。彼を中心になって切り開か
れた道路を、功績を称え「一朗道」
と名付けられました。

少年舎跡

ハンセン病を発病し、親元から切り
離された少年少女が暮らしていた少
年少女舎が並んでいました。多いと
きは 100 名以上が生活していました。
彼らも何らかの作業に従事しながら
暮らしていました。

愛生学園跡

1938 年、寄付により建設された愛生
学園に、小・中学生の年齢の子ども
たちは通いました。戦後、義務教育
実施に伴い、正規の学校と認可され
ましたが、それまでは入所者が代用
教員として教育に当たっていました。

新良田（にいらだ）教室

1955 年、長年の入所者の運動の末、
岡山県立邑久高等学校新良田教室が
設置されました。国内のハンセン病
療養所唯一の高校で、閉校までの 32
年間で 307 人の卒業生を輩出、73%
の人たちは社会復帰をしました。

長島神社

手掛島（弁天島）には、長島神社と
呼ばれる祠があり、干潮時には歩い
て渡って参拝することができます。
患者で元宮大工の木工部主任の宮島
氏が製作し、1937 年に完成しました。

長島愛生園歴史館
岡山県瀬戸内市邑久町虫明 6539
TEL0869-25-0321（代表）
http://www.aisei-rekishikan.jp

アクセス
公共交通機関＝ JR 赤穂線邑久駅下車、邑久駅前バス停から

東備バス「愛生園」行き（約 47 分）。
自動車＝岡山ブルーライン虫明 IC で下りてすぐ右折、その後

は標識に従って進む（約 5km）。

＊歴史館、史跡見学、ハイキングコースの利用には事前予約が必要です。
＊難波さんにガイドをお願いすることも可能です。ほっと岡山までお問い

合わせください。

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）参加した子どもたちの感想
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11/4（月）・東北福祉大学（仙台市）

「生活困窮者自立支援全国
研究交流大会」に参加しました
　「災害支援」とは分野が違いますが、宮城県仙台市

での開催ということで、東日本大震災現地企画の一環

として「平時の地域づくりは被災者支援も支えるー災

害ケースマネージメントと生活困窮者自立支援―」分

科会で発表をする機会をいただきました。コメンテー

ターとして岩手県弁護士会会長　吉江暢洋氏とともに

話題提供をさせていただき、菅野拓氏（京都経済短期

大学、人と防災未来センター）をコーディネーター

に、パネラーに高橋吏佳氏（南三陸町社会福祉協議会）、

中島ゆき子氏（多賀城市自立相談支援窓口所長）、今

野大氏（相馬市社会福祉協議会）の皆さんと共に、被

災地、避難先地域の被災者支援について、生活支援の

目線からそれぞれ展開してきた取り組みをお話しまし

た。

　災害は、「危険を引き起こす加害力」×「社会の脆

弱性」が関数で表現されるといわれています。日頃か

ら課題が存在する地域では、被災によるダメージの受

けやすさの差、社会資源や支援体制の差が被災に大き

9/15（日）・ゆうあいセンター（岡山市）

バイオグラフィーワーク
「こころも人生も明るく成るワーク」
1 日体験講座
　広島から三上京先生をお招きして、バイオグラ

フィーワークの体験講座を開催しました。

　19 名の方にご参加いただき、バイオグラフィーに

ついての簡単な説明を聞いた後、実際にアートワーク

を体験しました。今回のテーマは 18 歳の頃の自分と

いうことで、そのころのエピソードを思い出しながら

クレヨンで思い浮かんだ情景を描きました。その後 2

人組になり描いた絵についてお互いに話しました。

　日々の忙しい生活の中で、時間をとり自分の記憶を

たどり、その時の自分を思い出したりすることはない

ので貴重な体験になりました。                （下山田）

10

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。

く影響します。例えば、高齢、障害、生活困窮などの

もともとの社会的脆弱性が浮き彫りとなります。さら

に、被災者一人ひとりの被災ダメージを引き起こす要

因が重層的で多様なため、縦割りな行政による支援で

は隙間やもれが発生してしまいます。私たちほっと岡

山の取り組みでも、そのような支援の隙間やもれを埋

めるように、手探りで民間の柔軟さを活用し、さまざ

まなメニューや多機関連携で支援に取り組んできたの

で、経験として実感してきました。

　また、被災者は生活困窮者そのものではありません

が、「生活困窮者」が抱えてしまう状況に追いやられ

やすい構造があります。「地域社会からの孤立」、「語

りにくさ」、「個人のしんどさ」を抱えがちな側面は、

困難を深めていく状況において双方に似通っていま

す。一人ひとりに伴走し、包括的に支援体制を構築す

ることが、災害時も平時も問わず、地域づくりや生活

支援体制の整備、施策、法律の見直しでも必要なこと

を学びました。

　自分の住む地域で、「まだ見ぬ」被災者をもどのよ

うに支えるかを考えること、災害の経験を特別な災害

対応のみで終了させず、その経験を地域づくりへいか

していく、循環した災害対応の構築が求められること

がわかりました。                              （はっとり）

今回仙台を訪れた際に、仙台市内で津波の被害が大きかった六
郷地区を訪れました。津波の被害を受け、学区内の一部が災害
危険区域となるなど、児童数が減少したこともあり閉校となっ
た小学校です。この地域にお住まいの方たちと、これからの暮
らしについて話し合う場へ参加させていただきました。震災前
のさまざまな地域の中のつながり、例えばお寺の行事もなくな
り、会う機会もないので近所の人とも会うことがなくなってし
まったことや、若い世代がもう戻らないことなどをお話されて
いました。被災地での孤立の課題を、被災者の延長として「避
難者」を考えた時に、孤立の度合いについて、あらためて考え
る機会となりました。
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11/16（土）・浅口市健康福祉センター（浅口市）

ほっとめぐる交流会
　晴れやかな秋空が広がるお天気のもと、ほっとめぐ

る交流会を開催しました。

　今回の交流会には共催でもある岡山県危機管理課の

職員や避難者支援に関わる福島県、復興庁の職員にも

参加いただき、対話をメインに行いました。

　まず 3 グループに分かれ、簡単な自己紹介の後に

避難の経験、これまでどんなことが大変だったか、ま

た現在の課題について話し合い、聞き合いました。「い

つ、誰と、どこからどこへ」それだけでも人それぞれ

異なります。避難をするまでが大変だったというお話

も、避難をしてからが大変だったというお話も、これ

からが心配で不安というお話も、どれもが大事なお話

でした。

　1 回目の対話をひとまず終えて、各グループでどん

なことが話されたか全体で共有しました。共有した内

容をふまえて、2 回目には「避難先での関係性」「避

難者のおかれている状況・現状を知ってもらう」「分

断をうまないために」という 3 つのテーマを掲げ、関

心のあるテーマのテーブルへと移動して 1 回目とは

違う顔ぶれで対話しました。

　2 回目の対話を終えるとそこからは自由交流の時間

で、恒例のアロマハンドケアや、健康相談ができる席

も設け、引き続きお話を続けられる方やアロマハンド

ケアを受けられる方など思い思いに過ごしました。

　参加された方からは「行政の方に話を聞いてもらい、

またお話をうかがえてとても良かった。お互いに理解

しあえて、良い方向に今後進んでいける期待が生まれ

た」「交流会に参加して大事なものがよみがえってき

た」「いろんな立場の、いろんな視点・角度から見る

ことができて、勉強になったし、楽しかった」「いろ

いろ話して気持ちが楽になった」「様々な事情で戻る

方もいるので、戻った先でのサポートもお願いしたい」

「避難について理解されにくいが、行政の方に直接自

分の経験を聞いてもらい、これからだと思った」といっ

た感想をいただきました。

　職員からも「デスクに座っているだけではわからな

い、みなさんの率直な気持ちなどを聞くことができて、

良い経験になった」「コミュニケーションの場をしっ

かり設けていくことが重要だと改めて感じた」「自分

にできることは何があるかということを一つ課題とし

ていただいた。今後他の者とも話し合い模索していき

たい」「避難のことが避難先地域でなかなか認知され

ない問題のことなどを聞くことができた。避難者同士

のネットワークを作りつつ、地域でどう暮らしていく

かといったことも考えていかなくてはならない」とい

う声をもらいました。

　行政の方に、避難者といってもそこに至る経緯から

今の生活状況、そして今後戻るか戻らないかも多種多

様でお一人おひとり違うことを知ってもらえたのでは

ないでしょうか。避難当事者と行政や関係者で避難者

が抱える社会課題やその解決策についても話すことが

でき、それを避難当事者も行政の方も前向きに受け止

めていた様子だったと思います。会の準備や進行につ

いて反省する点も多々ありますが、またこういった機

会を持ちたいと思いました。自分たちの住んでいる地

域でもぜひ！ というご希望がありましたら、ほっと

岡山までご連絡ください。                    （かんくみ）

交流会でのひとこま
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11/20（水）・ほっと岡山（岡山市）

アートの時間　ねっこぼっこ
（11 月開催分）

　11 月のねっこぼっこは、クリスマスリースやクリ

スマス飾りをつくりました。岡山県内で集めた松ぼっ

くりやハーブなど自然の素材を使い、仕上げに天然の

香りをつけてそれぞれ個性的でかわいいリースが出来

ました。                                                （大谷）

11/28（木）・ほっと岡山（岡山市）

くるくるお茶会
（11 月開催分）

　一番に来られたのは久しぶりにお会いする避難者さ

ん。お話を聞いて、アロマハンドケアをしてもらって、

少しはホッとしてもらえたかな。午後はいつも来られ

る方々と和やかに賑やかに過ぎていきました。

                                                    （宮岡篤子）

12/18（水）・ほっと岡山（岡山市）

アートの時間　ねっこぼっこ
（12 月開催分）

　12 月は木の枝などを使って「木の妖精人形」を作

りました。いろいろな形の木の枝や毛糸、綿、アクリ

ル絵の具などを使って個性豊かでとってもかわいい妖

精人形が出来ました。

　きっとこの人形たちがサンタクロースを呼んでくれ

て素敵なプレゼントをもらえたに違いない！ 幸せを

引き寄せる素敵な人形たちが出来ました。     （大谷）

天然素材を使ってつくった
リースやクリスマスの飾り。

農家さんが持ってきたおいしいメロンも大人気でした。 妖精人形がたくさん生まれました。
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12/21（土）・ほっと岡山（岡山市）

子どものひみつきち クリスマス会

　毎週水曜日に開催している「子どものひみつきち」。

12 月 21 日はクリスマス会を開きました。ケーキを

作ったり、新聞ジャンケンなどのゲームで遊んだり、

プレゼント交換をしたりして、みんなで楽しみました。

今回のクリスマス会が「子どものひみつきち」最初の

大きなイベントだったので、きちんと参加者に合った

企画になるのか不安でした。しかし、当日、ケーキ作

りや新聞ジャンケンなどを通して緊張感もとけ、みん

なで楽しく出来たので良かったと思います。今年も、

遠足や運動会といったイベントを開催しようと考えて

います。                                           （服部詩子）

12/26（木）・ほっと岡山（岡山市）

くるくるお茶会
（12 月開催分）

　令和元年最後のお茶会は、いつも来てくれる方がお

子さんと来てくれました。一緒にお昼ごはんを食べて

のんびりおしゃべりしました。             （宮岡篤子）

作ったケーキはみんなで美味しくいただきました。

12/25（水）〜 27（金）・渋川青年の家（玉野市）

ユースプロジェクト

　今年も避難・移住してきた子どもたちのお泊まり企

画「ユースプロジェクト」を開催しました。

　当初は 10 月の予定だったのですが、台風 19 号の

接近に伴い延期としました。延期になった結果、参加

できなくなってしまった子どもたちもいて、またス

タッフも再度募集することになり、正直準備は二重三

重に大変になってしまいました。でもその分たくさん

の人たちの協力を得て開催することができ、今回得た

ご縁を今後にもつないでいきたいと思いました。

　今回のユースプロジェクトはなんといっても「藍染

め」が楽しかったようです。すごい早さで縛って染め

にいく子から、丁寧に見本を参考にしながら工夫をこ

らして模様を作っていく子まで、みんなそれぞれに楽

しみました。そしてその世界で一つだけの藍染め作品

を飾るフレームデコレーションにも夢中になりまし

た。

　今号のおたより NEWS の表紙は、みんなの作品を

並べて展示した部屋でクリスマスパーティーをしてい

る時のものです。パーティーの後半はゲームもやって

大盛りあがりでした。

　参加した子どもたちからも「またやって！」と嬉し

い感想をもらえたので、これからも続けていきたいな

と思っています。今回参加できなかった子どもたちも

来年のお知らせを見逃さないようにね！（かんくみ）

《スタッフの感想》
◆前回に引き続き、『ユースプロジェクト』のプログ

ラム作りからお手伝いをさせていただきました。初め

このお話をいただいた時、非常に意義深いものを感じ

たと同時に、責任の重さから、些かの不安もありまし

た。しかし一緒に過ごす中で、参加者の表情がほどけ

て行くのを感じ、心地よい安堵感に包まれました。私

は本業では福祉職をしており、様々な諸問題を少ない

社会資源で補うには限界があると、日々感じています。

どうかこの『ユースプロジェクト』がひとつの社会資

源として今後も続くことを願っています。そしてまた

お手伝いできればと思います。               （いけぽん）

◆知り合いを通じてこのような企画があることを知

り、今回学生ボランティアとして参加させていただき

ました。この 2 泊 3 日を、企画スタッフ中心に子ど
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もたちや同じ大学生のスタッフと生活することで自分

自身も気持ちをリフレッシュすることが出来ました。

また、初めましての人たちばかりということもあり、

自分の知らなかった世界を知ることが出来ました。

                                                        （ばたけ）

◆震災当時はわたしは小学生で震災や原発のことをリ

アルタイムで見ていたので知識としてはありましたが

実際に被災した方々と交流をしたのは初めてでした。

子供達は時間がたつにつれて段々と元気が良くなって

いって思いっきり楽しめたと思います。私も楽しむと

ともに岡山にもそういった被災した方々がいるという

大勢で楽しんだユースプログラムの模様

視点をもち、自分の視野が広がることにも繋がると感

じました。この 1 回だけでなくこれからも関わって

いきたいと思います。                       （みっちゃん）

◆元気いっぱい！ 遊ぶ時は全力！ その上切り替え上

手で、お手伝いにも率先して取り組む参加者さんの姿

に、たくさん励まされました。欲を言えば、もっとみ

んなと過ごしたかった…と思える楽しい時間をありが

とうございました！                   ( あかねってぃー )

◆今回のユースプロジェクトには学生スタッフとして

参加させていただきました。授業で 10 月からほっと
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岡山さんにはお世話になっているのですが、子どもと

接する機会はこれまであまりなく、初めはとても緊張

していました。ですが元気いっぱいの子どもたちと過

ごすことで私自身も楽しむことができ、また同じ大

学生のスタッフからも刺激をもらい、大変有意義な 3

日間になりました。ありがとうございました。

                                                      （ほっしー）

◆岡山県内の中学生がほぼ体験する渋川研修の場「渋

川青年の家」。実に 40 何年ぶりの宿泊体験でした。

食に関わる仕事を少ししている身としては、3 食のご

飯もとても楽しみにしていたのですが。成長期の子ど

もには、避けてほしい食品のオンパレードで、せっか

くの漁港がもったいない。しかし、寝食を共にして仲

良くなったスタッフと子どもたち。大切な財産ができ

ました。避難移住という共通の経験を持つ子どもたち

が繋がることができる素敵な企画がこれからも継続で

きますように。                                  （クリオネ）

◆今回のユースプログラムでクラフトのお手伝いを担

当していたみやぽんです。最初、みんなが海岸で拾っ

てきた貝や自然の素材を使ってどんなフレームが出来

るのかとても楽しみでした。2 日目にみんなものすご

く集中して作っていて疲れが出ないかなーと心配しま

したが出来上がった作品はどれも個性的で芸術的で素

敵すぎて！ みんなアーティストだなぁ！ そしてそれ

ぞれが染め上げた藍染の布をとフレームアートの組み

合わせが完璧すぎて感動しました！ クラフト以外で

もみなさんの素敵なところをいっぱい発見することが

出来ました。みんな〜大好きだよ〜！ また、何か一

緒に出来ればいいな！ ありがとうございました！

                                                      （みやぽん）



12/29（日）・ラフィーヌ（南相馬市）

ふるさと交流会
　夏に続き、冬の「ふるさと交流会」も南相馬会場を

担当して開催しました。この「ふるさと交流会」は、

毎年福島県内にて、年間 20 回ほど開催しています。

主に西日本に支援拠点がある７つの避難者支援団体

（関西広域避難者支援センター【関西】、NPO 法人和【京

都】、NPO 法人福島の子どもたち香川へおいでプロ

ジェクト【香川】、NPO 法人えひめ 311【愛媛】、う

みがめのたまご【宮崎】、福島避難者のつどい 沖縄じゃ

んがら会【沖縄】と一般社団法人ほっと岡山が連携し

て、福島市、郡山市、いわき市、南相馬市の４箇所で

開催してきました。

　南相馬でのふるさと交流会は、集まる避難者の方、

ご家族の方、託児やワークでご協力いただく講師、司

法書士の方と、回を重ねることで顔見知りになってい

くように感じられ、参加者の方からも「同窓会のよ

うになってきたね。」とのお声もいただきました。グ

ループにわかれて、「避難先のよいところ紹介」、「今

年の三大ニュース」など、お題を決めながら賑やかに

お話をしました。空気も和み始めると、参加者ご自身

から「今後の避難の継続をどう思っているのか」など、

これからのことが話題にあがりはじめました。後日の

アンケートからもうかがうことができるのですが、皆

さんがどんなふうに避難元と行き来をして感じている

か、本音が安心して話せる場や機会の大切さをあらた

めて感じています。

　震災から 9 年近くになります。岡山は避難元から

遠く離れていることもあり、避難元の家族や知人と会

う機会が限られた環境に置かれています。これからの

暮らしについて話し合うための時間や交流を持つ機会

として、また、今後避難元に帰ることを検討していく

際に、避難元の現状を把握する機会として「ふるさと

交流会」を開催してきました。事業名が「福島県県外

避難者帰還・生活再建支援補助金」とあるため、帰還

のみを促す支援ではないかと不安に感じることもある

かと思います。また、昨年度より福島県以外からの避

難者の方に向けても、帰省にかかる費用補助として、

京都の西本願寺様よりご寄付を預かり、限定的ではあ

りますが活用いただいてきました。

　私たちほっと岡山は、お一人おひとりの歩みに沿っ

て、「生きていく力」をサポートしていくよう、避難

者、被災者の方を真ん中において今後も継続していき

ます。                                             （はっとり）

16

ふるさと交流会のワークの時間。アロマオイルの「保湿クリー
ム」を作りました。男性にも人気！
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1/ ８（水）・ほっと岡山（岡山市）

「避難者の方々の意見を
お聞きする場」が持たれました。
　年明けすぐに、復興庁主催により「避難者の方々の

意見をお聞きする場」が持たれました。岡山県、愛媛

県に避難された方４名にご協力を賜り、田中復興大臣

をはじめ、復興庁、福島県、岡山県の避難者支援担当

の方、そしてほっと岡山スタッフも同席させていただ

きました。避難者の方は、福島県の避難指示区域内・

外からの方の他に、関東圏からの方もご参加いただき

ました。皆さんが原発事故により避難をされた方でし

た。

　お一人おひとりの震災前の暮らし・避難の経緯・そ

の後の暮らしについてお話しくださいました。それら

の経験から導きだされて、国や自治体への要望を届け

ました。

・避難後も複数の災害に見舞われ「０からのやり直し」

は困難であること。今後の災害対応を考えて欲しい

・立場の異なる方同士（避難をした人／残った人）、

交流や話し合い、理解を続けあえる場を続けて欲しい

・福島県以外の避難者にも健診を実施して欲しい

・放射線の安全基準を適切に周知して欲しい

・母子避難世帯が既存の社会資源を十分に活用できな

い状況。支援を拡充が必要

・原発事故で自主避難するという選択肢の正当性を公

的機関で認めて欲しい

　その後、復興大臣との意見交換も行われ、限られた

時間の中でしたが、直接お伝えいただく方以外の避難

者の方からの声も交えながら、支援継続のお願いを伝

えました。

　昨年末に2021年以降の支援のあり方として「復興・

創生期間後の基本方針」が決定されました。そちらに

掲げられた取組に向けて、より具体的な施策を求めて

いく働きかけが引き続き重要だと考えています。今回

のような直接声を届ける場を継続していく予定です。

「何度伝えても変わらない」。そんな思いに触れるたび、

胸に響きます。届け続ける大変さ、日々の困難さ、や

るせなさ、さまざまな思いが行き来してきた約９年。

同じような経験を語りあい・聴きあいながら、共に声

を届け続けていけたらと願っています。

　終了後に参加された避難者の方から「粘り強く続け

ていきましょう。」と心強いエールのことばが届きま

した。どうぞ引き続き、ご意見やアンケート等で声を

お聞かせください。                             （はっとり）

託児でお世話になった齋藤イネさんの絵本「私のふるさと」。絵本の帯よ
り。「原発事故は、苛烈なまでに公平に、ふるさと福島から、あらゆるも
のを消し去った。豊かな山河も、穏やかな生活も、楽しい、悲しい、愛
おしい、苦しい、しかしかけがえのない記憶が刻印された家々も……。」



具材をいちょう切りや短冊切りにして（写真①）、
だし汁で煮、ほぼ煮えたところで味をつけ、麺を投入（写真②）。
麺が食べごろになったら出来上がり（写真③）！

写真①

写真②

写真③

【材料（2 人前）】 ＊参考まで。
　適当で大丈夫です。

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7回目のプレゼンターは山本美保さん。
北関東・群馬の名物、おっ切り込みなる食べ物。
実際に作ったお写真からは、
群馬のソウルフードの
あったかさがほのぼのと伝わってきます。

第 回

の
so u l  f o o d

山本美保さん

おかやま昭和暮らしプロジェクトを通じて
2015 年３月に母子で避難移住。今は総社市の
学童保育施設「おひさま」に勤務する傍ら同プ
ロジェクトのスタッフとして働いています。
http://showagurashi.net

長ネギ 1 本（斜め切り）
こんにゃく 1/2 枚
油揚げ 1 枚
大根 ３cm くらい
にんじん 1/2 本
里芋 4 個
その他好みで鶏肉やきのこ
幅広の麺 200g（乾麺で )
だし汁 1200cc
塩 小さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 2

　岡山に移住して食べなくなったなあ、と感じる郷里での食べ物。
　焼きまんじゅう、桜もち、花ぱん、みそパン……。
　中でも桜もちは道明寺がスーパーに行けば季節を問わず置いてあるせいか、
見かける度に「これじゃない！」と強く思うのでした。
　私にとっての桜もちはオムレットのようにもち生地がこしあんを包んでいるアレです。
　ああ、桜もちが食べたい……。
　おっと、ソウルフードで紹介したいのはこれではありません。
　群馬県民なら寒い時期によく食べる「おっ切り込み」を紹介したいのでした。
　塩を使わず麺を打ち、包丁で幅広に切りながら具材のたっぷり入った鍋に
入れていくのが本来の作り方で名前もそこから由来するようですが……。
　いまどき麺を打つところからやる家庭は少ないんじゃないかと思います。
　寒い季節になるとおっ切り込み用のゆでうどんや乾麺がスーパーにならぶので
母もそれを買って市販のめんつゆで気軽に作っていました。
　麺を下茹でしないのでとろみがついて熱々なのをはふはふ言いながらいただきます。　
　体が温まりますよ〜。
　気軽に作ってみてください。
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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（アロマ

とハーブとクラフトの Marbles 代

表。KTC おおぞら高等学院みらい

の架け橋非常勤講師。アロマ・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。

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

ねっこぼっこ
2/19（水）　
毎月第３水曜日 アートのじかん

　2 月のねっこぼっこは「繕（つ

くろ）いじかん　かんたんダーニ

ング」です。1 月から引き続き、

みんなでゆるゆるとダーニング。

少し違う模様にもチャレンジして

みます。

　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

や毛糸で可愛くお繕いします。糸

と針を使うのが難しい人は、布用

ボンドや糸でアップリケを貼り付

けて修繕します。

　布はこちらでも用意しています

が服や靴下など、繕 ( つくろ ) い

たいもがあれば持って来て可愛く

仕上げてもらっても大丈夫です！　

お茶飲みながら、お話しながら楽

しく可愛く仕上げてみましょう。

　ねっこぼっこは毎月第３水曜日

10:00 〜 12:00 です。みなさんお

気軽に参加してくださ〜い。

●

時　間：10:00 〜 12:00

催 し 物 の ご 案 内 …ほっと岡山主催・共催等 …協力イベント等

2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。

ヨーロッパ伝統の衣類の修繕方法「ダーニング」を楽しみましょう。

『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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こどものひみつきち　

1/29、、    
2/5、12、
　19、26（水）

毎週水曜日

　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。申し込み不要で

す。子どもたちの居場所です。ぜ

ひ来てください！（大学生のサ

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。

くるくるお茶会
2/27（木）

毎月最終木曜日　ミニ交流会

　寒い季節、温かい飲み物をご用

意してお待ちしてます。アロマハ

ンドケア（無料）もあります。ア

ロマハンドケアもしてもらうと手

だけじゃなくて体がポカポカ温ま

りますよ。

●

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。

311 スタディーズ 
vol.13

3/1（日）

岡山県岡山市

          

　精神科医として沖縄戦の記憶に

苦しむ方たちの治療、支援を続け、

2013 年より福島県相馬市のメン

タルクリニックなごみ院長に就い

た蟻塚亮二医師を講師に迎え、沖

縄戦体験者の「沖縄戦ストレス症

候群」や PTSD について講演い

ただきます。

　講演後には対話のワークショッ

プを行います。先生の話を聞いて

感じたことを共有し、学びを深め

ましょう。もちろん講演会だけの

ご参加も歓迎です。

　講演会やワークの間、お子さん

は大人の見守りのもと別室にて過

ごすことができます。

●

講　師：蟻塚亮二氏（精神科医）

時　 間： 講 演 13：00 〜 15：

00、対話のワークショップ 15：

ゆうあいセンター 岡山市北区南方 2–13–1　きらめきプラザ 2 階

エコロジー＆ナチュラルフーズ　らんらん亭 岡山市北区西古松 250–109　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　ラポルト大元駅前ビル 1 階

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

自然食コタン 岡大前店 岡山市北区学南町 2 丁目 7-13

自然食コタン 奉還町店 岡山市北区奉還町 1 丁目 6-1

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 )



◆おたより NEWS の封入・発送作業

をお手伝いしてくださるボランティ

アを、引き続きさがしています。毎

月月末頃の作業となります。

          
          

          
 （ほっと岡山）

◆庭木の剪定作業や草刈りをしてく

ださる方をさがしています。ささや

かながらお礼もお渡しします。

                      （玉野市・かんくみ）

◆おたより NEWS の編集サポート

をしてくださるボランティアをさが

しています。進行の管理、集まった

記事の取りまとめなど、基本的な編

集作業をお願いすることになります。

時期は毎月 10 日〜 22 日頃です。 

            
            

       （ほっと岡山）

◆昨年末「岡山のお雑煮づくり」を開催した「みんなの部活」。これを機に「お料理部」としてスタートしたいね！ と盛り上がりました。どんなお料理を作ってみたいか、皆さんのアイデアをつのります！ ちなみに現在、「パン」「まつり寿司」が有力候補で準備始まりました！ （ほっと岡山）

伝言板（ゆずります、さがしています、つのります）

＊「伝言板」では、誌面を上で「ゆずります」「さがしています」などの情報を交換
する場です。投稿したい方、投稿にレスポンスしたい方は、ほっと岡山（TEL070-
5670-5676 ／ E-mail office.hotokayama@gmail.com）まで、気軽にご連絡ください。
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15 〜 17：00

場　 所： お か や ま 西 川 原 プ ラ

ザ　大会議室（岡山市中区西川原

255：JR 山陽本線，赤穂線「西

川原・就実駅」下車 北出口 徒歩

0 分）

参　加：避難者無料、一般 500

円（託児有り、要申込）

申込み：①お名前 ②連絡先 ③避

難者または一般 ④講演会のみ参

加または対話のワークショップま

で参加 ⑤託児希望の方はお子さ

んのお名前と年齢、以上をお伝え

ください。

申込み・問合せ：ほっと岡山

＊会場の駐車場には限りがありま

すので、公共交通機関の利用にご

協力ください。

かけはしプラン A　
ふるさと交流会

3/21（土）

福島県福島市

　今年度最後のふるさと交流会で

す。郡山、福島、いわき、3 会場です。

ほっと岡山は福島会場（コラッセ

ふくしま）を担当します。ワーク

ショップやお子さんも楽しく過ご

せる託児を用意して、有意義な交

流会にしたいと思い準備していま

す。岡山や他県に避難された方た

ちとこれまでのことを話して共有

できる機会です。参加を希望され

る方は早めにほっと岡山までご連

絡ください。
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ニ ュ ー ス ダ イ ジ ェ ス ト 2019年12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、新潟水俣病 体験語り合う　
被害者が「協同のつどい」　（新潟日報　19/12/1）
　東京電力福島第 1 原発事故で新潟県に避難する人たちと、
新潟水俣病の被害者が体験を語り合う「協同のつどい」が
11 月 30 日、新潟市北区の県立環境と人間のふれあい館で
開かれた。新潟水俣病の診断を長年続けてきた関川智子医
師や自主的な除染活動に当たった福島大の准教授が、それ
ぞれの経験から得た教訓や思いを語った。

つらい経験復興の力に　当時の思いや体験投稿　
福島大がプロジェクト　原発事故母親ら「声」発信　

（読売新聞　19/12/8）
　子育て中に原発事故を経験した母親や、事故直後の混乱を子供
時代に経験した若者につづってもらった当時の思いや体験を「声」
として集め、専用サイトで発信するプロジェクトを福島大学災害
心理研究所が始めた。所長の筒井雄二教授は「母親や子供は、原
発事故による心理的な影響を最も受けやすいが、心の被害は複雑
で奥が深い。思いを伝えてもらい、背景など事故の影響の本質を
明らかにしたい」と話している。

福島第１原発事故　原発避難者訴訟　
「不当判決」「悔しい」　原告団怒り／山形　
（毎日新聞　19/12/18）
　東京電力福島第 1 原発事故の県内避難者らが起こした損
害賠償請求訴訟で、12 月 17 日の山形地裁判決は原告側の
主張をほぼ退ける内容となった。国の責任は認めず、原告
734 人が 1 人あたり 1,100 万
円の支払いを求めた賠償額は、
5 人が認められたものの、各
8 万 8,000 円にとどまった。
                                                          

【茨城】 富岡－浪江で試運転　常磐線の不通区間　
ＪＲ東の一部労組「乗客乗員の健康守れない」

（東京新聞　19/12/19）
　東京電力福島第 1 原発事故の影響で沿線一帯が帰還困難
区域に指定され、不通となっている JR 常磐線富岡（福島県
富岡町）－浪江（浪江町）間で 12 月 18 日、運転再開に向
けた試験運転が始まった。JR 東日本は線路や駅、駅へのア
クセス道路の避難指示解除を前提に、2020 年 3 月の再開
を目指す。だが、JR の一部組合は「乗務員や乗客を被ばく
から守ろうとしていない」と批判している。

＜福島原発事故＞
九州避難者訴訟、20 年６月に判決

（佐賀新聞　19/12/24）
　東京電力福島第１原発事故の影響で避難を余儀なくされ
たとして、福島県や宮城県などから九州に自主避難した 18
世帯53人が国と東電を相手取り、慰謝料など計約2億9,700
万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が 23 日、福岡地裁

（徳地淳裁判長）であり、結審した。判決期日が来年 6 月
24 日に指定された。

福島県双葉町の避難指示、一部解除へ　
帰還困難区域で初　（朝日新聞　19/12/26）
　政府の原子力災害現地対策本部は 12 月 26 日、東京電力
福島第 1 原発事故で唯一、全町避難が続く福島県双葉町に
出された避難指示の一部を 2020 年 3 月 4 日に解除する方
針を町に伝え、町も合意した。放射線量が比較的高く、立
ち入りが厳しく制限される「帰還困難区域」としても初の
解除となる。

ほ っ と 岡 山 日 誌　 12月　

1（日） 生活困窮者自立支援事業関係機関連絡会議 18（水） ねっこぼっこ、ひみつきち

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 19（木） 相談員ミーティング、対人援助論研修

7（土）〜8（日） ふくしま県人会ひろしまツアー（広島） 20（金） 対人援助論研修

8（日） バイオグラフィーワーク連続講座 21（土） ひみつきちクリスマス会

11（水） ひみつきち 25（水） ひみつきち

12（木） 中央小学校 6 年生講演、アロマケア 25（水）〜 27（金） ユースプロジェクト

13（金）〜 14（土） 防災研修（高知） 26（木） くるくるお茶会

15（日） みんなの部活・お雑煮作り 29（日） ふるさと交流会南相馬会場
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●相談員：宮岡（義） ●相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

●相談員：司法書士

●相談員：臨床心理士
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金木

●相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

水火

●相談員：宮岡（義）

祝日

祝日祝日

●バイオグラフィーワーク

月日
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●相談員：宮岡（篤）

●相談員：宮岡（篤）

●相談員：宮岡（義）
●相談員：宮岡（篤）

●ねっこぼっこ
●こどものひみつきち

●こどものひみつきち

●くるくるお茶会

●こどものひみつきち

●こどものひみつきち

●こどものひみつきち

●こどものひみつきち

●相談員：大和田

●相談員：大和田

●相談員：大和田

●相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

●相談員：大和田

●相談員：大和田

（午後：相談業務お休み）
●相談員：大和田

●くるくるお茶会・アロマ

●くるくるお茶会・アロマ

2020年2月 
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

相談員…●大和田（精神保健福祉士）　●宮岡（義）
　　　　●司法書士（毎月第1金曜）　●宮岡（篤）
　　　　●臨床心理士 ●服部

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

ス タ ッ フ よ り

●ほっと岡山は岡山 NPO センターに事
務支援をお願いしているのですが、先日
そんないつもお世話になっている岡山
NPO センターの新年会に参加してきまし
た。岡山市や倉敷市の NPO 団体が多く
参加していて、はじめまして〜と挨拶を
して回り驚いたのが、こんなに子育て支
援の団体があるの !? でした。もちろん岡
山市や倉敷市も広いので、必要な人みん
なの身近にあるというわけではないと思
うし、もっと他の市町村でも増えてほし
いのですが、まずは岡山市や倉敷市には
こんなにいろいろあるよーと、もっと分
かりやすく「見える化」してほしいと思
いました。                          （かんくみ）

●年末に、映画を見に西宮ガーデンズま
で。またなんでそんなところまでと思う
かもしれませんが、岡山では上映がない
みたいなので思い切って行ってきました。
上映時間は午前 9 時と午後 9 時。午後 9
時の回にしました、泊まること決定。映
画は、実際にアメリカであった連続殺人
のことを実際の映像も使っていて、見終
わってとても考えさせられる映画でした。

2 月には、香川県で上映されるみたいな
ので、気になったら見てみてください。
                                           （宮岡義）

●牡蠣の季節ですね。今年もかきまつり
がいっぱいありますよ。岡山の美味しい
牡蠣を楽しんでほしいな。
＊「よりしまかき祭り」2 月 2 日（日）
9:00 〜（無くなり次第終了）／寄島町漁
業協同組合市場内（岡山県浅口市寄島町
13003-38）／ TEL 0865-54-2030（寄
島町漁業協同組合）／交通アクセス(公共)    
JR 鴨方駅からタクシー約 15 分。
＊「牛窓朝市ミニ牡蠣祭り」2 月 9 日

（日）8:30 〜 10:00 ／牛窓町漁業協同組
合前（岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 3901-
1 ファミリーマート裏手）／ TEL 0869-
34-9500（牛窓朝市実行委員会）／交通
アクセス ( 車 )    岡山ブルーライン邑久
IC から約 15 分。
＊「ひなせかき祭」2 月 23 日（日）8:00
〜 14:00 ／日生町漁協「五味の市」周
辺広場（岡山県備前市日生町日生 801-
8）／ TEL0869-64-1836（備前市まち
産業課）／交通アクセス ( 車 )    岡山ブ

ルーライン備前 IC から約 10 分・( 公共 )    
JR 日生駅から徒歩約 15 分。
                                           （宮岡篤）

●年末、南相馬での「ふるさと交流会」へ。
年に 1、2 回顔をあわせるみなさんとは、
なんだか同窓会のような親戚の集まりの
ような。夜は宮城県亘理町へ移動し、昨
年の 3 月のフォーラムにお招きしたシン
ガーソングライターの森加奈恵さんのお
店へ。義理の息子さんが岡山出身、そし
て丸森で支援活動をしていることもあり、
主に台風 19 号の災害支援について情報
交換させていただきました。ご縁に感謝。
次の日はその丸森町へ。保養で岡山に毎
年来ていた方をうかがいました。お正月
を迎えるにあたり、きれいにお掃除され
た公民館でストーブに火を入れて静かな
部屋で笑いあり涙ありのお話。311 後の
暮らしのこと、そして災害後の地域づく
りの活動を始めたいという思い。組織立
ち上げのささやかなお手伝いをして、「ま
た岡山へおいでね。よいお年を。」と別れ
ました。
　　　　　　　　　　　　　（はっとり）
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ほっと岡山

岡山駅から

岡山駅から

車で約10分、徒歩30分

バス

徒歩
所要時間
約15分

◉岡山駅東口バスターミナル4番乗り場
【22系統】「大学病院」行きに乗車、「大学病院」下車
◉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
【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
◉4番乗り場から
【12】系統「岡南営業所」行きに乗車、「大学病院入口」下車
※所要時間約10分

一般社団法人　ほっと岡山
〒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
岡山市北区東古松1-14-24 コーポ錦1F

https://hot-okayama.net
事務局 月～金・第2土曜／ 10:00～17:00

アクセス
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「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

Mail : hotokayama@gmail.com

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。

発行元：一般社団法人ほっと岡山
発行：2020 年 2 月 1 日

〒 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 ©2019 ほっと岡山 All Rights Reserved

禁・無断複写、転載

「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
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Web でも『ほっと岡山』の活動などをご覧いただけます 検索ほっと岡山

24


