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12月

今年の「ふくしま県人会」は避難元を問わず、

同じ避難・移住の経験のあるみなさんと一緒に、

旭川の河原でいもに会を楽しみました。

コロナ禍の中でしたが、食を通じた楽しいひとときでした。

来年も河原に集まりたいですね。

全国の避難者数（令和2年10月12日復興庁調べ）

全国の避難者数 : 約 43,000人

岡山県の避難者数 : 926人
（うち、福島県からの避難者197人）

今月の内容
●特集❶　
　わたしとソウルフード 特別編
　「いも煮会」
●特集❷　　
　読者アンケートにお答えいただき、

ありがとうございました
●ほっと岡山レポート
●イベントのお知らせ
●コラム こころのオアシス
●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



特　集　❶

今回の「いも煮会」は、福島県から避難・移住した方などの交流の機会
として立ち上がったふくしま県人会として開催しました。避難・移住の
経験のある方々とともに、食を通じた交流の場を持とうというテーマで
避難元を問わず、みなさまにお集まりいただきました。当日は新型コロ
ナウイルスの感染予防対策ガイドラインを遵守し、参加人数の管理、健
康チェックに加え、写真撮影の際などの特例を除いて、互いの距離をと
るなどの配慮を行った上で開催しました。

特別編
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いも煮会
みんなが心に持っている郷土の料理を紹介しあう

「わたしとソウルフード」。
今回は、東北の秋の風物詩「いも煮会」を岡山で開催 !!

岡山産の食材を使って、みんなで作ったいも煮。
福島バージョンと山形バージョンを、

秋晴れの後楽園の河原でたっぷり食べました。
そのお味はって？ 美味しいに決まっているじゃない !!

●写真：加藤晋平／構成：常緑編集室

いも煮会
みんなが心に持っている郷土の料理を紹介しあう

「わたしとソウルフード」。
今回は、東北の秋の風物詩「いも煮会」を岡山で開催 !!

岡山産の食材を使って、みんなで作ったいも煮。
福島バージョンと山形バージョンを、

秋晴れの後楽園の河原でたっぷり食べました。
そのお味はって？ 美味しいに決まっているじゃない !!
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福島のいも煮は豚肉＆味噌で !!
味付けなどの自由度が他の地域に比べて高めの福島のいも煮。今回は比較的ポピュ
ラーなスタイルで。豚肉（2.5kg）＆味噌（赤めの米味噌）をベースに、里いも、
ごぼう、こんにゃくなどたっぷりの具材にしょうゆを隠し味にしてみました。
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調理方法などは、有志を募って、
福島＆山形の 2 種類を作ること
などを決めていきました。さと
芋は、地産地消を地で行こうと、
赤磐市在住のほっと岡山相談員、
宮岡夫妻の畑で収穫すること
に !! 食材はいも煮会の当日に皮
むきなどの処理をする予定でし
たが、新型コロナウイルスの影響を考えて、長ネギのカッ
トなどを除いて、あらかじめ行いました。「ごぼうは福島
はラフに、山形はささがきに、がデフォルトらしい」な
どと知識を交換しながらの下処理も、なかなかに盛り上
がりました !!

山形のいも煮は牛肉＆しょうゆで !!

いも煮会の前の下準備。 秋晴れの旭川河川敷で、
みんなでいも煮づくり。

いも煮発祥の地とも言われる山形。中でも山形市を中心とする内陸部でポピュラー
な牛肉＆しょうゆのスタイルで作ってみました。牛肉（1.5kg）と里いもをベースに、
こんにゃくや長ネギをあしらいつつ、しょうゆと砂糖で甘辛く仕立てました。

　いも煮の鍋の煙と談笑の声が立ち上る光景は、晩
秋の東北の風物詩。その穏やかで楽しいソウルフー
ドを岡山でも !!  と、スタートしたいも煮会。食材を
煮るタイミングから味付けまでを司る鍋奉行を買っ
て出てくださった、福島＆山形に縁の深い「いも煮
スト」たちのもと、子どもたちも一緒になって食材
を切り分けて、味付けをしていきました。
　「レシピは家庭ごとの違いもあるんですよね〜」「そ
うそう、実家で食べていた時は、さと芋の代わり
に、じゃがいもを入れることもあったし」「秋になる
とスーパーの店先にガスコンロや鍋がひとまとめに
なった『レンタルいも煮セット』が並ぶんですよ」
なんて、いも煮ストたちの話にふむふむと頷きなが
ら、味付けもアドリブを効かせながら作っていくこ
としばし。美味しそうな香りが、湯気とともに鍋か
ら立ち上ってきました……。
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WE LOVE いも煮 !!
お い し い 、 お い し い 、 あ あ お い し い 。

地域ごとの
味の違いが
楽しい !!

生まれて初めての
いも煮、
楽しかった。
外でみんなで
食べるご飯って
おいしいですね

熱い !! けど、
おいしい！

うん、
悪くないね

ずっと気になっていた
いも煮会、
体験できて嬉しい
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山形風のいも煮は
初めて食べました。
おいしかったです

福島にいた頃、
秋になるとみなで
ワイワイ言いながら
食べたことを
思い出しました

味噌味もしょうゆ味
もおかわりしたよ !!

初めて食べたけど
おいしい !!

故郷の山形でもよく食
べました。我が家は妻
が福島、僕が山形出身
なんです。もし家でい
も煮をする時の味付け
ですか？  もちろん妻に
合わせます！（キッパリ）

焚き火であぶった
マシュマロもいい !!
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せんべい汁
鶏肉／豚肉　味噌
＊南部せんべいを使用

凡例：
料理の名前（野外調理の名前）
使う肉の種類　味付け

はっと汁
鶏肉　しょうゆ
＊ひっつみ／ほうとうを使用

きりたんぽ鍋
鶏肉　しょうゆ
＊きりたんぽ／だまこを使用

鍋っ子（なべっこ遠足）
豚肉　味噌

いも煮（いも煮会）
豚肉　味噌
（庄内地方）

いも煮（いも煮会）
牛肉　しょうゆ＆味噌
（内陸・米沢市周辺）

いも煮（いも煮会）
牛肉　しょうゆ
（内陸・山形市周辺）

そのほかの地域：
新潟県：いも煮（いも煮会）　豚肉　味噌
栃木県：いも煮（いも煮会）　豚肉　味噌
愛媛県：いも炊き　鶏肉　しょうゆ

芋の子汁（芋の子会）
豚肉　味噌

いも煮（いも煮会）
豚肉　味噌

いも煮（いも煮会）
豚肉　味噌
（中通り＆浜通り）

きのこ山（きのこ山）
豚肉　しょうゆ＆味噌
（会津地方）

青森県

岩手県
秋田県

山形県

宮城県

福島県新潟県

東北地方のいも煮

東北のソウルフードは、
外でみんなで味わうことがポイント !!
　東北地方の郷土料理「いも煮（芋煮とも書きま
す）」。そのルーツは様々に言われています。よく
知られているのは、山形県の中山町に伝わる江戸
時代に最上川の船頭たちが積荷の棒ダラを、地場
産のさと芋とともに煮た鍋を起源とする説。彼ら
の本拠地でもある、京都で多用される頭芋の代わ
りにさと芋を使ったとも言われています。福島県
の会津地方では、松茸などが収穫できる「きのこ山」
で鍋をしたことが起源とされています。さらには、
東北になくてはならない食べ物だったさと芋の収
穫祭が発展したものとする説もあります。
　いずれにしても、牛肉や豚肉を使うようになっ
たのは明治以降、野外で大勢で囲んで食べること

が人気となったのは、戦後の高度経済成長期以降。
ポピュラーになったのは比較的新しい料理のよう
です。
　地域ごとのバリエーションが豊富なところも特
徴。イラストの大まかな分類をご参照いただくだ
けでもその一端がうかがい知れます。今回のいも
煮では、福島県の浜通り、同中通り、山形市周辺
に縁の深い方々が「いも煮スト」になってくださ
いましたが、それぞれが食べてきたいも煮の味付
けは、地域色豊かなものでした。ただし、ディテー
ルはかなりフリーダム。前述したように、じゃが
いもを使うことだってあるし、肉もコマ肉を使う
など「その時あるもの」をうまく使ってきたそう。
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火起こしができれば、あなたも本物の“いも煮スト”!?
　いも煮が出来上がるまでのアトラクションと
して開催した「火起こしワークショップ」。教
えてくれたのは、“イケポン”こと池上智樹さん。
ボーイスカウト上級指導員などの肩書を持つア
ウトドアマンのイケポンの指導のもと、木屑や
綿などを使い自分たちの力で火を起こしてポッ
プコーンを作るゲームには、参加者全員大盛り
上がり !!  起こした焚き火で、マシュマロやし
しゃもを焼くのも、子どもたちに大好評でした。

主な参考文献：『食は「県民性」では語れない』野瀬泰申著（角川新書）／しきたり（https://shikitari.net/）内記事「東北地方の秋の定番！
各地の芋煮の特徴とは？」

我が家の味はもとより、集まる仲間で味付けや流
儀も変わっていく。そんなところもソウルフード
らしさを感じさせます。
　試食しての声は「おいしい」の一色。青空の下、
思い思いによそったいも煮をはふはふいただくん
だから、おいしくないわけがない！　

「テレビ番組で見て興味を持っていたけれど、おい
しいですね」

「福島と山形の両方を味わうのは初めて。こんなに
味が違うんだと驚きました」

「僕はどっちかというと味噌味の方が豚汁っぽくて
親しみやすいかも」

「他の地域のいも煮も食べてみたい」
　といった「初体験組」の声に加えて

「校外学習で、秋には一斗缶を河原に持っていって、
いも煮会をやっていたな〜」

「家族や親戚と一緒に、毎年こんな感じで、河川敷
でやっていました」
　など「経験組」の故郷を懐しむ声が出てきました。

　野外でみなで鍋を囲むひとときに感慨を覚えた
方も多くいらっしゃいました。

「コロナ禍で外出を控えていましたが、久しぶりに
外に出ることができて嬉しかったです。子どもた
ち共々、のんびり過ごせました」

「外で人と話すって楽しい！ そのことを改めて実感
しました」
　東北のいも煮会は、通りすがりの人も呼び寄せ
て輪に加わってもらうことも多いそう。みなで野
外でおいしいものをいただくひとときを存分に楽
しんで、長い冬を迎える祝祭的な役割を担っても
いるのでしょう。そんな東北のソウルフードの暖
かな空気が、ここ岡山でも生まれたようです。

「福島にいた頃は、秋になるとみなで集まって食べ
てました。故郷で楽しんでいたいも煮が、岡山で
できることがとても嬉しかったです」
　終わりの時間にでた、南相馬育ちのお母さんの
言葉に、約 30 名の参加者たちも静かにうなづきま
した。
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特　集　❷

読者アンケートにお答えいただき
ありがとうございました。

『ほっとおたより NEWS』を
どのくらいの頻度で読みますか。

█1. ほぼ毎号読む
█2.2〜3ヶ月に一度程度
█3. 今号が初めて

█1. イベント（今月のおしらせ）
█2. ほっと岡山レポート
█3. ニュースダイジェスト
█4. スタッフより
█5. 特集記事
█6. その他

█1. 避難元の情報
█2. 避難者支援情報
█3. 岡山県の情報
█4. その他
これからの流れが見えてくるような記事

『ほっとおたより NEWS』で
関心のある記事は何ですか。

『ほっとおたよりNEWS』で
今後読みたいテーマは何ですか？
（いくつでも選択可）　

ほっとおたより NEWS10 月号で実施しました、読者アンケートに 10 件ものご回答を
いただきました。（11月 9日現在）ご回答いただき誠にありがとうございます！ いただい
たご意見とアンケート結果をふまえ、みなさんにとってよりよい紙面づくりをしてい
きたいと思います。引き続き、アンケートの回答をお待ちしております。

100%

特集記事 0% その他 0%

17%

8%

42%

33%

7%

27%

46%

20%

Q1

Q3

Q2
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・秋が深くなってきました。早くコロナを忘れ

て色々新たに交流の輪が広がれば良いなと思い

ます。

記念すべき読者アンケート第 1 号の

方です。コロナ対策をしたうえで、少

しずつイベントや交流会など開催しますので、

ご都合がよろしければぜひいらしてくださ

い。    

・毎号楽しみにしております。私のほっとする

時間です。いつもありがとうございます。本当

は交流会やイベントなどお手伝いさせていただ

きたいですが今は心臓がわるくなりできなく残

念な思いです。

毎号楽しみにしていただき、ありがと

うございます。そのお声が、ほっと岡

山スタッフの励みになります。お気持ちは十分

にいただきましたので、お身体を大切になさっ

てください。また体調の良いときにお電話や

メールでもいただけると嬉しいです。

・いつもありがとうございます！ 私達の事を

本当に考えていて下さる気持ちが伝わってきま

す。お手つだいしたい気持ちもほんのりありま

すが、遠いので無理かなあと思っています。こ

れからもお願いします。

お気持ちとても嬉しいです。何かお困

りのことがありましたら、お電話でも

メールでもしてくださいね。

今号のご感想、今後取り上げてほしいことなど、
ご自由にお書きください。
ほっと岡山スタッフ　　がみなさんのご意見にお答えします。

・やっと、集まったり食べたり（いも煮会等）

が少しずつできはじめたと感じています。（私

の読み方が斜め読みでごめんなさい）ページ数

がいきなり増え報告や案内が増えた事はうれし

いですね。まだ会員になって浅いのでドハズレ

な感想ならごめんなさい。

ドハズレなんてとんでもないです。毎

号読んで下さりありがとうございま

す。おたより NEWS のページ数は、みなさま

へ情報をお伝えしたい気持ちがあふれてしま

い、ついつい増えてしまいます。いも煮会も無

事に開催でき、大人も子供も久々のいも煮をみ

んなで楽しくいただきました。また今後のイベ

ントや交流会・講演会もご案内しますのでよろし

ければご参加ください。

・「みんな、どうしているかな？」日頃交流も

少ないので、そのように思います。冊子のスタッ

フの方々のコメントを楽しんでいます。

スタッフのコメントも読んでいただ

きありがとうございます。「みんな、

どうしているかな？」と気になったら、お気軽

にお電話くださいね。

・福島贔屓の内容でないもの

ご回答ありがとうございます。支援の

情報や岡山県の情報ももっと掲載で

きるようスタッフで検討しますね。岡山のこん

な情報が欲しい！などありましたら、お電話で

もメールでもお気軽にご連絡ください。

Q4

読者アンケートはまだまだ募集しています。10 月号
に同封のハガキでも、WEBからもご回答いただけます。
WEB フォームはこちらからアクセスしてください。
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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。

　今回は絵本『こびとのくつや』のお話の中で大活躍
するこびとたちをフェルトでつくりました。フェルト
を切って貼って（縫える人は縫って）簡単に作れるこ
びとたちを作ったあとはオンライン画面の背景や絵本
の朗読に合わせてこびとたちを動かしてみたりしなが
ら画面越しですがみんなで一緒に楽しみました。「楽
しかった〜！」という声に名残惜しさを残しながら
10 月のねっこぼっこも楽しく終了しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おおたに）

　10 月 24 日に子どものひみつきちでハロウィンパー
ティーをしました。参加人数は 10 人。幼児から中学
生まで、みんなで仲良く楽しみました。お昼はみんな
で、カレーを作って食べました。具材がたくさん入っ
ていて色とりどりのカレーライスは、野菜の甘みが生
かされていてとても美味しかったです。その後、みん
なで目玉ゼリーを作りました。瞳孔がいろいろなとこ
ろに飛び散ってしまい、きれいな目玉にはなりません
でしたがカルピス風味で大人気でした。
　次は、クリスマスパーティー！楽しみですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（服部詩子）

フェルトでつくった小人たち。

カレーやゼリーを作って楽しみました。

　10 月のくるくるお茶会は、きらめきプラザの 7 階
の会議室で、ゆったり広めのお部屋でした。非接触式
の体温計を用意して、受付で検温させていただいてい
ます。初めての方も来られましたが、楽しくおしゃべ
りしてとても盛り上がりました。　　　　（宮岡篤子）

10/24（土）・ほっと岡山

ひみつきち
ハロウィンパーティー

10/29（木）・きらめきプラザ（岡山市）

くるくるお茶会

10/21（水）・ほっと岡山（オンライン）

あーとのじかん　
ねっこぼっこ
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　12 月のくるくるお茶会は、ほっと
岡山の交流スペースでおこないます。

　12 月のねっこぼっこは「羊毛フェ
ルトで遊ぼう」と題して、羊毛フェル
トやカットフェルトで小さなかわいい
クリスマス飾りをつくってみたいと思
います。簡単にできるように材料を準
備しておきます。
　12 月はほっと岡山ではなく、きら
めきプラザの広い会場で行います。参
加後に間隔を確保しながら、その場で
お昼を一緒に食べることもできます。
ゆっくりされたい方は昼食も持参くだ
さい。
　なお、ZOOM での参加にも対応
いたします。ご希望の方は申込時に

「ZOOM で参加」の旨ご連絡ください。
「あーとのじかん ・ねっこぼっこ 」は
毎月第 3 水曜日（午前中）、参加され
るみなさんでおしゃべりしながら、自
由な表現や楽しい時間を共有し交流し
ています。材料を準備する関係から、
事前参加お申し込みが必要です。わか
らないことがあれば遠慮なくほっと岡
山事務局まで、お問い合わせください。
　また、年齢制限は設けていませんが
大人向けに材料準備をしています。小
さなお子さんが参加される場合は材料

　2021 年 1 月のねっこぼっこのテー
マは「ミニ食品サンプルをつくってみ
よう」。どんな食べ物が出来るのかとっ
ても楽しみですね。材料はミニパフェ
が出来るキットと綿と毛糸を送りま
す。おうちにある材料なども利用して
パフェ以外を作ることも可能です。材
料は、こちらでご用意して事前にお送
りします。
●時間：10:00 〜 12:00（9:45 〜受付）
＊参加を希望される方は 2021 年 1 月
8 日（金）16:00 までにほっと岡山事
務局宛のメールでお申し込みくださ
い。オンライン（ZOOM）で開催しま
すが、ご希望であれば「ほっと岡山」
の交流スペースに来ていただくことも
可能です。「オンラインでの参加」か

「ほっと岡山交流スペースに来て参加
する」どちらかご希望をお聞かせくだ
さい。尚、恐れ入りますが「ほっと岡
山の交流スペース」は定員 4 名まで（先
着順）とさせていただきます。あらか
じめご了承ください。

　毎週水曜日の夕方 16:30 〜 18:00、
ほっと岡山交流スペースにて開いて
います。高校生 2 人による宿題のサ
ポート、のんびりおしゃべりなどな
ど、自分たちのペースで過ごしてい
ます。お気軽に参加ください。現在 3
密とならないように、5 名程度の定員
にしています。事前にご連絡いただ
けると助かります。申し込みはほっ
と岡山まで。

子どものひみつきち
12/2、9、16、23　
毎週水曜日

くるくるお茶会
12/24（木）

毎月最終木曜日　
ミニ交流会

クリスマス
パーティー

12/19（土）

子どものひみつきち

ねっこぼっこ
12/16（水）

毎月第３水曜日 
あーとのじかん

ねっこぼっこ
1/20（水）

毎月第３水曜日 
あーとのじかん

スペースに限りがありますので 3 名様
までとさせていただきますね（密にな
らないように間隔をとって、換気もし
ます）。ただのんびりとお茶を飲みに
来られる方も大歓迎です。あたたかい
お茶を用意して待っています。お昼も
一緒に食べましょう。相談員の宮岡篤
子がご一緒します。
　同時開催のアロマケアでリラックス
してください。リラックス・リフレッ
シュのためのアロマハンドケアマッ
サージもしくはインディアンヘッド
マッサージを行います。
●時間：11:00 〜 15:00
●場所：ほっと岡山交流スペース 
●参加人数：先着 3 名

の取り扱いや誤飲などにお気をつけく
ださい。
●時間：10:00 〜 12:00（9:45 〜受付）
●講師：おおたにみやこ＝ Marbles
オーナー。AEAJ 認定アロマテラピー
インストラクター、ハンドケアマイス
ター、メンタルケア心理士 ®、おもちゃ
インストラクターなど。「シンプルで
ハッピーな生活を」そんな想いをこめ
て、アロマハンドケアや香り×アート
×五感のプログラムを通じて自分自身
の気づきとセルフケアにつながる活動
を続けている。
●場所：きらめきプラザ 小会議室
703（岡山県岡山市北区南方 2 丁目
13-1）
●参加人数：先着 10 名　※来場者の
み人数制限があります。
＊参加を希望される方は 12 月 7 日

（月）16:00 まで　ほっと岡山事務局
宛のメールでお申し込みください。そ
の際、「オンラインでの参加」か「き
らめきプラザに来て参加する」のどち
らかご希望をお聞かせください。

　子どものひみつきちでクリスマス
パーティーを開催します。みんなでお
菓子を作って食べましょう。申込みは、
ほっと岡山まで。
●時間：10:00 〜 16:00
●場所：ほっと岡山交流スペース
●持ち物：水筒
●参加人数：5 名

イ ベ ン ト の お 知 ら せ

ほっと岡山
TEL：0120-566-311 ／ FAX：086-230-4561
E-mail：hotokayama@gmail.com

申込み先
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●日時：2021 年 2 月 13 日（土）午後予定

精神科医・蟻塚亮二先生に岡山県にお越しいただき、講演会を開催します。心
的外傷後ストレス障害（PTSD）は、昨今精神的なケアとして注目されています
が、根底にあるさまざまな社会的要因を理解して解決の糸口をみなさんと探る
機会にします。
●蟻塚亮二：1947 年福井県生まれ。72 年弘前大学医学部卒業。2004 年から
13 年まで沖縄県那覇市の沖縄協同病院などに勤務。同年 4 月より福島県相馬市
へ移住しメンタルクリニックなごみ院長として原発事故による「遅発性 PTSD」
とむきあう。著書に『沖縄戦と心の傷　トラウマ診療の現場から』（岩波書店）
／『３・１１と心の災害— 福島にみるストレス症候群』共著（大月書店）／『「助
けて」が言えない』（松本俊彦編、日本評論社）／『戦争とこころ』（沖縄戦・精
神保健研究会編、沖縄タイムス）／「闘うことは生きること 〜原発事故避難者
の PTSD」（雑誌『世界』20 年 1 月号所収）など

ふるさと交流会
『かけはしプランA』再募集のお知らせ

　10 月 1 日時点で定員に達しなかったため、『かけはしプラン A』を再募集します。今年度、既に利用された方も 2
回目の申請が可能です。申請される方は、次の要綱をご確認のうえ申請書にてお申込みください。

● 申込み締め切り：2021 年 1 月末まで
● 申込書のダウンロード：申込書がお手元にない方は、ホームページよりダウンロードしてご利用いただくか、ほっ

と岡山事務局までご連絡ください。郵送の場合は、送付にお時間をいただく場合があります。
 あらかじめご了承ください。
● ふるさと交流会11月以降の日程について：11月以降のふるさと交流会の日程や会場は、新型コロナウイルス感染症流

行の影響により、やむをえず中止や変更になる場合があります。
  申込み後に変更になる場合は、事務局よりご連絡いたします。ご利用の皆さまには、ご不便をおかけし申し訳ござい

ませんが、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

2020 年 12 月と 21 年 1 月交流会の日程が次の会場になります。

● 12 月 29 日（火）：南相馬のみ（郡山・いわき・福島会場は中止になり、30 日へ）
● 12 月 30 日（水）：郡山・いわき・福島
● 1 月 3 日（日）：郡山・いわき（いわき会場の開催についてはお問合せください）

ふるさと交流会の 12 月と 1 月の予定

311 スタディーズ　studies vol.13
「原発事故避難者の PTSD ─人ひとりの311─」

イベントのお知らせ　特別編

今後、ほっと岡山で予定している交流会やイベントの情報です。詳細な情報は決まり次第
ほっとおたより NEWS やホームページなどへ掲載予定です。お楽しみに。

2020 年 12 月～ 21 年 3 月のスケジュール
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●日時：2021 年 3 月 6 日（土）15:00 〜

　2021 年 3 月は発災から 10 年を迎えます。災害の風化防止、災害経験の伝承
として震災当時に現場で起きていた状況を元消防士（双葉郡消防署）の方にお話
しいただきます。また、後半のトークセッションでは、同名のタイトル『孤塁　
双葉郡消防士たちの 3.11』著者、吉田千亜氏を招いてお話を伺います。

●日時：2021 年 3 月中旬以降予定

　旅費支援「かけはしプラン C」は、東日本
大震災で岡山県へ避難された方で、主に福島
県以外からの避難移住された方を対象として、
2018 年よりはじまりました。帰郷やふるさと
との関係維持、母子（父子）分離世帯の交流の
ために京都・西本願寺様のご厚意により旅費を
支援いただいております。ご利用になったこと
のある方や今後利用される予定の方で西本願寺
へ岡山からバスでお礼に伺い、京都の避難者の
方々との交流会も予定しています。

東日本大震災 10 年フォーラム
「双葉郡消防士たちの 3.11」
－覚悟・苦悩そして葛藤の中で－

京都西本願寺お礼参りバスツアー

『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
でお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、こちらもお気軽にご投
稿ください！ お待ちしています。　            　    
                            　 （編集部）

＊ 663highland, CC 表示 2.5, Wikipedia より
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「避難者登録」から
はずれていませんか？

全国避難者情報システム

移転・引越された後も、支援情報の受け取りには、
「全国避難者支援情報システム」への再登録が必要です。

「おたよりが前は届いていたけれど届かなく

なった」「登録しているはずだけれど、岡山県

から郵送されなくなった」など、ほっと岡山へ

のご連絡が年々増えてきています。

　避難元、避難先自治体からの支援情報や、検

診のご案内、みなさんのご意見をうかがう調査

のお願いなど、岡山県からの郵送便は、みなさ

んのお手元に情報が届く大切な便と考えていま

す。

　もし、引越をして再登録をしていなかったり、

お知り合いの避難者の方で届かなくなり困って

いる方がいたり、また、ご家族の住まいが分離

するなどで郵送先が複数になった場合など、お

手数ですが、お住まいの市町村の担当窓口、も

しくは、岡山県危機管理課、またはほっと岡山

へご連絡ください。

　もう一つのご案内です。、ほっと岡山では「３１１避難者支援カード」を作成しています。岡山

県からの情報提供が終了した後も、直接お便りを届けます。また、災害時の安否確認や、希望さ

れる方にむけて、訪問相談や同行支援をしています。こちらのご登録もぜひご検討ください。
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No.4 
 

こころのオアシス   臨床心理士・公認心理師 
野崎 詩織 

 

 

 
   

「泣くことを増やしましょう」といったら、驚くでしょうか？ 

泣くこと＝悲しいときというネガティブなイメージを持っておられるかもしれませ

ん。確かに辛く悲しいときに自然に涙がでるということはありますが、逆に意識的に

泣くことのよい側面が世の中で注目を浴びています。  

新型コロナウイルスへの対応として、今までのようには外出しにくい状況もあるか

もしれませんが、家で映画や小説、漫画を読んで涙活をしてみるのもいいかもしれま

せん。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポジティブ日記を書いてみよう 
 ポジティブ日記とは、その日に嬉しく思ったポジティブなできごとについて記す日

記のことです。寝る前にでも、１日１つ～３つくらいを日記や手帳に書いてみましょ

う。 

ここで重要なのは、普通の日記とは違い、ポジティブなできごとだけを取り上げて

記載するということ。 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
参照：医療法人社団 平成会「泣くことで得られる心身のメリット」https://heisei-ikai.or.jp/column/tears/ 

ヤクルト ストレスマガジン  https://www.yakult.co.jp/archive/magazine/09.html 
   Precius.jp  https://precious.jp/articles/-/7663 
 

ほっとひと息 

日々の生活の中で、素直に感情を出せる場面というのは、少ないのではない

でしょうか？ 

泣くことはストレス解消にも有効といわれていますので、映画やドラマを見

たり、本や漫画を読むなど、自分の取り入れやすい方法で、涙を流すというの

もリフレッシュ法の１つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。 

 

 

１、リラックス効果 

泣くことで涙と一緒にストレスの物質を排出する作用があることが知られてい

ます。泣いた後は、リラックス効果も抜群です。身体を落ち着かせ、血圧や心拍

数を下げたりする神経である副交感神経は睡眠によって最も活性化されますが、

泣くことでも同様に活性化されるといいます。 

たくさん涙を流すことで、ストレスの解消や混乱・怒りが改善したという国内

の研究結果もあります。 

 

２、眠りを深くする 

泣くことで疲労感や睡眠ホルモンの分泌を促進させて眠りを深くする効果や、

免疫力を上げる効果もあります。しかし自分の体験での涙は、緊張状態や血圧上

昇を引き起こして精神的疲労をもたらすため、よりストレス解消とリラックス効

果を得るのに適しているのは他人の体験での涙となります。 

涙を流すと睡眠をたっぷりとったようなリラックス感が得られる 

 

 

泣くことの効果 

　ほっと岡山では、毎月第３金曜日に臨床心理士の野崎詩織先生に相談員として来ていただいています。
「悩みや困りごとはあるけど、病院に行って相談するのはちょっと…」「こんな悩みを相談してもいいの
だろうか…」など、相談内容は何でも構いません。おひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください。
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ニ ュ ー ス ダ イ ジ ェ ス ト 2020 年 10 月 10 日～ 11 月 2 日

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。

原発処理水、海洋放出へ　
政府、福島第 1 の廃炉優先 ―風評対策、検討加速

（時事通信　20/10/16）
　政府が東京電力福島第 1 原発から出る放射性物質トリチ
ウムを含んだ処理水について、薄めて海に放出する方針を
固めたことが 10 月 16 日、分かった。今月中にも決定し、
廃炉作業を加速するため 2022 年秋ごろからの放出を目指
す。政府は安全性に問題はないと説明するが、風評被害を
懸念する漁業者らは強く反対しており、対策の検討を急ぐ。

原発避難者の今を継続発信　
「相双の会」会報 100 号超え
（河北新報　20/10/18）
　東京電力福島第 1 原発事故の避難者でつくる「原発事故
被害者　相双の会」が発行してきた会報が 100 号を超えた。
2012 年からほぼ毎月のように発行し、散り散りになった避
難者の生活ぶりといった情報を提供。今は避難者だけでな
く、全国の支援者らにも届けている。相双の会は 12 年 6 月、
福島県浜通りから多くの人が避難していた会津若松市で結
成され、会報発行も始めた。

教育施設の存廃検討　
福島・双葉町教委、来月現地を視察

（河北新報　20/10/23）
　福島県双葉町教委は 10 月 22 日、東京電力福島第 1 原発
事故に伴い住民避難が続いている町内の小中学校や図書館
など、教育施設の利活用や存廃の検討を始めた。有識者ら
による検討委員会で議論を重ね、来年 2 月をめどに意見を
取りまとめる。町立の小学校 2 校と中学校、幼稚園は、い
わき市内の仮設校舎で運営されている。園児・児童生徒数
は計約 50 人で、原発事故前の 1 割程度。今年 3 月まで町
内全域に避難指示が出されていたこともあり、教育関連施
設の存廃は未定のままだった。

福島第 1 処理水　
エネ庁幹部が若者にオンライン講座　

（河北新報　20/10/26）
　東京電力福島第 1 原発の放射性物質トリチウムを含む処
理水を巡り、資源エネルギー庁幹部が 10 月 25 日、若者向
けオンライン講座に出演した。福島市の NPO 法人「アース
ウォーカーズ」が主催し、全国の高校生ら約 30 人が自宅な
どで聴いた。奥田修司原発事故収束対応室長が講師となり、
タンク保管の現状やトリチウムの科学的性質を説明。浄化
後に仮に 1 年間で全て環境に放出しても、人体への影響は
自然に浴びる放射線の 0.1％以下だとする試算を紹介した。

首相「決定先送りできず」処理水方針、
具体的時期は言及なし　

（福島民報　20/10/29）
　東京電力福島第 1 原発で増え続ける放射性物質トリチウ
ムを含んだ処理水の処分を巡り、菅義偉首相は 10 月 28 日、
衆院本会議の代表質問で「（福島第 1 原発の）敷地が逼迫

（ひっぱく）する中で、いつまでも方針を決めず先送りする
ことはできない」と強調し、「これまでの検討を踏まえ、政
府内での検討を深め、今後、適切な時期に政府として責任
を持って処分方針を決める」と述べた。ただ、具体的な決
定時期については言及しなかった。立憲民主党の枝野幸男
代表の質問に答えた。

指定廃、予定の半分搬入　
富岡・処分場環境省が実績報告 

（河北新報　20/10/30）
　東京電力福島第 1 原発事故で生じた福島県内の指定廃棄
物などを埋め立てる最終処分場の運営を監視する環境安全
委員会が 10 月 29 日、処分場が立地する同県富岡町であり、
運営する環境省が受け入れ予定廃棄物の半分程度が既に搬
入されたとする実績を報告した。有識者や行政関係者、地
域住民十数人が出席。現場を視察した後、同省の担当者か
ら埋め立て状況や周辺の空間放射線量などの説明を受けた。

セシウム基準値超すキノコや山菜、
ネットで流通　厚労省が対策本格化
 （河北新報　20/11/2）
　放射性物質セシウム濃度が国の基準値（1 キログラム当た
り 100 ベクレル）を超える山菜の取引がネットで横行して
いる問題で、厚生労働省は個人間の違法な売買を防ぐため
の本格対策に乗り出す。既にサイト運営事業者に注意喚起
の徹底を要請し、今後はネットで取引される農産物の検査
も行う。国内のサイト運営事業者 8 社に対し、（1）国が出
荷を制限している地域の野生農産物を出品しない （2）100
ベクレル超が検出された際は保健所の調査に協力する－の
2 点をサイト利用者に注意喚起するよう求めた。要請は 10
月 16 日に行った。
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祝日

2020年12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 ●はっとり

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

ス タ ッ フ よ り

●今日は、11 月 9 日です。楽しみにし
ていた、高知版画トリエンナーレを明日
見に行くため高知に宿泊しています。ど
んな版画があるかは、編集後記の締切が
今日なので、残念ながらまだ見ていませ
ん。高知版画トリエンナーレは、12 月
26 日までです。また明日から、篤子さん
が 20 年近く習っている七宝焼の教室展

（11 月 15 日迄）です。　　　（宮岡義人）

●義人さんが楽しみにしている高知版画
トリエンナーレを観るために高知に来て
います。晩酌きっぷ付きの宿泊プランに
してみました。美味しいカツオのたたき
のオトクなセットが割引料金でたのしめ
ました。そして、高知の酎ハイは濃い。
　　　　　　　　　　　　　 （宮岡篤子）

●もう 2020 年もあとわずかとなりまし
た。今年は生活のリズムが変わったり、
マスク着用やアルコール消毒の影響で知
らず知らずのうちに疲れがたまっている
人も多いのではないでしょうか。口角を
あげると幸せホルモンの分泌を促すとい

われています。私は、マスクの下で口角
をあげながら好きな香りのブレンドを想
像していることが多いです。ニタニタし
ていたら「いい香りの割合が思い浮かん
だんだな」と思ってください。
　　　　　　　　　　　　    （おおたに）

●国内で良いことが有ったと言えば「大
阪市廃止・特別区設置」（大阪都構想）の
是非を問う住民投票が否決されたことだ。
住民投票は市民の要望ではなく維新が仕
掛けた 2 回目の投票である。私は良く内
容を知らなかったが、調べてみるととて
も危険なものであることが分かった。最
初は賛成が多くひっくり返すのは難しい
かと思ったが、大阪市民の不断の努力、
学者たち、政党の頑張りで反対がじりじ
り増え、とうとう逆転した。毎日ハラハ
ラドキドキの日々だった。維新の政策は
現政権の方向性と共通し、弱肉強食、弱
いものいじめといえる。全国に広がった
らどれほど怖いことか。市長、知事も任
期まで続けるというが、なにやら怪しい動
きもあるらしい。潔く辞めてもらいたい。

　諦めない市民の行動は大きな救いに
なった。原発関係では問題が山積してい
る。上関原発建設計画では、山口県がボー
リング調査にＯＫを出したが、祝島の漁
民が操業しているので中国電力は手を出
せないでいる。また福島原発汚染水の海
洋投棄はどうなるだろう。私達の暮らし
はどれくらい沢山の人々によって守られ
ているのかと思うと、見えない市井の人
たちの想いに頭が下がる。　　（大和田）

● 11/20、復興庁にむけて全国 26 箇所
の生活再建支援拠点有志の団体とともに、

「広域避難者の実態調査実施の要望書」を
提出しました。今夏、関西学院大学災害
復興制度研究所による調査へご協力いた
だきましたが、全国に散らばる避難者す
べてには調査票が届かず、「答えたくても
答えられない」「回答数が少ないと、避難
者がいないこととされるのでは」という
ご意見も届きました。社会課題を解決に
導くために、実態調査は大変重要です。
来月号で続報をお伝えします。
　　　　　　　　　　　　　（はっとり）
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