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3

月

震災から 10 年の長さを眺めています。
その時間のものさしは伸びたり縮んだり。
被災地でも、そこから遠く離れたところでも、
一人ひとりの 3.11 があると思います。
被害にあわれた方へ、これからもずっと
心を寄せてお祈りします。
全国の避難者数（令和 3 年 1 月 13 日復興庁調べ ）
全国の避難者数 : 約 42,000 人
岡山県の避難者数 : 923 人

（うち、福島県からの避難者 198 人）

2 月のねっこぼっこでつくった作品。

今月の内容
●特集

原発事故で避難された方々に
かかわる全国調査より

●書籍化のお知らせ

●わたしとソウルフード

●コラム こころのオアシス

●ほっと岡山レポート

●ニュースダイジェスト

●コロナ版ローン減免制度

●スタッフから

●イベントのお知らせ
● ADR について

●イベントカレンダー

ほっとおたよりNEWS１月号で、
「原発事
故で避難された方々にかかわる全国調査」
（関西学院大学災害復興制度研究所 避難・疎
開研究会実施）
の中間報告を掲載しました。
今号では、
アンケート調査の中から、
「今あ
なたにとって最も必要としている支援はど
のようなものですか」
（問34）
への自由記述回
答692件から主なものを抜粋し、分類した上
で掲載しました。
全国に避難している方たちの現在の様子
や思いは、一人ひとりさまざまです。そして
これらの回答はその一部に過ぎません。
顕在
化していない、
水面下の声もあることを留め
ながら、
ぜひ読んでください。
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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。

1/20（水）・ほっと岡山（オンライン）

1/28（木）・ほっと岡山

あーとのじかん
ねっこぼっこ

くるくるお茶会
初めての方やお久しぶりの方などがいらして、賑

1 月は樹脂粘土でフルーツパフェやプチタルト

やかに開催することができました。差し入れのお

を作りました。同じ材料なのにみんなそれぞれ違っ

菓子もあったりして、楽しくお茶しました。2 月

た美味しそうなオリジナルフルーツパフェが完成

も開催します。興味のある方は、ぜひ！

しました。作りながら岡山で気軽にパフェが食べ

ほっと岡山まで、ご連絡していただければ嬉しい

られるカフェなどの話で盛りあがりました。

です。

（宮岡篤子）

（おおたに）

樹脂粘土で、ミニ食品サンプルをつくりました。

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

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

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

ききつち

美作市猪臥 548.

まみパンストア・南方カフェ

岡山市北区南方 1 丁目 5–10

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
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事前に

( 順不同・敬称略 )

きらめきプラザ 2 階
フジビル 102

イ ベ ン ト の お 知 ら せ
毎週水曜日

3/3、
10、
17、
24、
31
子どものひみつきち

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催し

ください。ふらっと来ていただける交

ます。みなさまの参加をおまちして
おります。ぜひ、ぜひ来てください。
3 月 3 日の子どものひみつきちは、
大学生のお姉さんが来ます！ 高校生
2 人と大学生のお姉さんと一緒に勉
強をしませんか？ 宿題や分からない
問題を一緒に取り組みましょう！ 事
前にご連絡いただけると助かります。
（3/3 のみ

●時間：10:00 〜 16:00

／●持ってくるもの：勉強道具）

毎月第３水曜日
あーとのじかん

3/17（水）

ねっこぼっこ
3 月のねっこぼっこは「マステちぎ
り絵」を楽しみたいと思います。絵が
描けなくても大丈夫です。下絵をガイ
ドにマスキングテープをちぎって貼っ
て世界にひとつだけの作品をつくりま
す。みんなでお話ししながら楽しい時
間を過ごしましょう。材料は、こちら
でご用意して事前にお送りします。は
さみ、鉛筆、お茶とお菓子は各自で用
意してね。
「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

流会でしたが、予約が必要となりまし
の取り扱いや誤飲などにお気をつけく

た。無連絡キャンセル OK ！ 連絡く

ださい。

ださるとうれしいです。

●時間：10:00 ～ 12:00（9:45 〜受付）

してください。お一人ずつブレンドし

オーナー。AEAJ 認定アロマテラピー

たオイルでリラックスとリフレッシュ

インストラクター、ハンドケアマイス

のためのハンドマッサージを行いま

ター、
メンタルケア心理士 ®、
おもちゃ

す。

インストラクターなど。
「シンプルで

●時間：11:00 〜 15:00

ハッピーな生活を」そんな想いをこめ

●場所：ほっと岡山交流スペース

て、アロマハンドケアや香り×アート

●参加人数：先着 3 名

×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：ほっと岡山交流スペース
●参加人数：先着 10 名 ※来場者は
4 名まで。
＊参加を希望される方は 3 月 8 日
（月）
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。その際、
「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、

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。
オンライン（ZOOM）での参加にも対

毎月第３水曜日
あーとのじかん

4/21（水）

ねっこぼっこ
4 月は「癒しの絵の具じかん」をご
一緒しませんか。水彩絵の具で塗り絵
を楽しみたいと思います。絵の具や絵
が苦手な人でも大丈夫です。
4 月も 3 月同様オンラインで行いま

恐れ入りますが「ほっと岡山の交流ス

すので材料はこちらからご自宅へ事前

ペース」は定員 4 名まで（先着順）と

にお送りいたします。なお、紙コップ

させていただきます。あらかじめご了

でもなんでもいいので、筆を洗う容器

承ください。

だけご準備ください。
●時間：10:00 ～ 12:00（9:45 〜受付）

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

同時開催のアロマケアでリラックス

●講師：おおたにみやこ＝ Marbles

＊参加を希望される方は 2021 年 4 月
毎月最終木曜日
ミニ交流会

12 日（月）16:00 までにほっと岡山

3/25（木）

い。オンライン（ZOOM）で開催しま

くるくるお茶会

事務局宛のメールでお申し込みくださ
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

応いたします。ご希望の方は申込み時

3 月のくるくるお茶会は、ほっと岡

「ほっと岡山交流スペースに来て参加

に「オンラインで参加」の旨ご連絡く

山の事務所で定員を設けて開催しま

する」どちらかご希望をお聞かせくだ

ださい。

す。zoom でのご参加も可能です。申

さい。尚、恐れ入りますが「ほっと岡

込みの際に、お申し出ください。

山の交流スペース」
は定員 4 名まで
（先

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

ご参加の方には、マスクの着用をお

さなお子さんが参加される場合は材料

願いします。発熱のある方は、ご遠慮

申込み先

着順）とさせていただきます。あらか
じめご了承ください。

ほっと岡山
TEL：0120-566-311 ／ FAX：086-230-4561
E-mail：hotokayama@gmail.com
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参考 : 日本弁護士連合会 www.nichibenren.or.jp/library/pdf/news/2020/topic2_7.pdf
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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 11 回目のプレゼンターは、

福島県から広島県に移住された佐藤真弓さん。

「家庭によって味が違う」と

言われるいかにんじんのことを、

思い出話とともに教えてもらいました。

子どもの頃から慣れ親しんだ味の『いかに
んじん』
福島の郷土料理のひとつで、冬になるとよ
く食卓に並び、おせち料理にも加わります。

❶

その名の通りスルメイカと人参を使ったお
漬物で、スルメも人参も細切りにしてお醤油
ベースの漬けだれに漬け込みます。
松前漬けに似ていますが、昆布は入らずヌ
ルヌルしないのが特徴です。
人参は、最近ではよく出回る洋人参を使いますが、子どもの頃に祖母が作って
いたものは長いごぼうのような人参を使っていました。きっと固定種だったのだ
ろうと思います。香りも強く歯ごたえもしっかりしていた気がします。もしかす
るとそういう人参を使うので細切りのお漬物になったかもしれないですね。

❷

そしてスルメは冬になると大ぶりなのがスーパーなどにたくさん並びます。こ
れは移住してから見かけない光景となり少し寂しく思います。ハサミで細く切っ
て使いますが、子どもの頃はこたつに入ってよく手伝いをしました。
家庭料理として作られることが多いので、家ごとに家庭の味があり、子どもの
頃に親戚の家で出されたいかにんじんを食べた時、その違いにしっくりこないと
いうか他所の『いかにんじん』を食べているという不思議な感覚を覚えています。
違いといっても人参の切り方が太いか細いか、スルメと人参の割合、甘いか辛
いか。といった程度で大胆なアレンジはないのですが、その家庭によって普段か

❸

ら使う醤油やお砂糖、家族の手の温もりなどその違いに敏感になるほど慣れ親し
んだものが詰め込まれた、まさにソウルフードなのではないでしょうか。
今でも実家に兄弟たちと集まって『いかにんじん』を囲むと、やっぱり我が家
のは人参が多いねー。いつもスルメがのこるよねー。スルメは脇役だから『にん
じんいか』だね。と話が弾みます。

レシピ

❹

（福島市 HP のレシピを参照）

１：材料はにんじん 300 グラムにスルメ 1 枚。味付けに、
塩、砂糖、酒少々。漬けだれはしょう油 100cc、砂
糖大さじ 1/2、みりんと酒それぞれ小さじ 1/2。
２：スルメは、横に 3 〜 4 等分に切り、さらにそれを縦
に適当な太さに切る。さっと水洗いをして、水気を
切り、酒をふりかけて 30 分〜 1 時間くらいおく。
３：にんじんはスルメと同じくらいの長さに切り、全体
に塩と砂糖をふり軽くもんで、30 分〜 1 時間くら
いおく。おいたあと、水で塩気をしっかり洗い流す。
４：鍋に漬けだれの材料を入れて、火にかけ沸騰する直
前に止めて冷ます。
５：冷めたら、1 と 2 の具を入れて混ぜ、軽い落し蓋を
して 2 〜 3 日漬け込む。
＊製作工程の写真は、レシピを参考に編集部が作成、撮影しました。
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No.7

ほっとひと息

こころのオアシス

臨床心理士・公認心理師
野崎

詩織

ぬりえの効果

外出しにくい時期がつづいていますね。家の中でできることも限られており、うまくストレス
発散や気分転換ができないと感じる人もいるかもしれません。今回は「ぬりえ」のストレス発
・・・・ ・・・・
散効果についてご紹介します。「ぬりえ」というと子どもがするものというイメージがあるかも
・・・・ ・・
しれませんが、最近は大人のぬりえといった本も出ており、大人でも「ぬりえ」を楽しむこと
ができるようです。
○「ぬりえ」でストレスに対処
何かに没頭するということは無心になれるので、心のリフレッシュにもつながります。研究に
よると、
時間を忘れるほど夢中になるうちに、
雑念が消えてストレス解消に効果があるそうです。

脳から見るぬり絵の効果
脳波の中にα波というものがあります。α波はリラックスすると増加し、
緊張やイライラによって減少します。このα波を「ぬりえ」を行う前と
後で比較したところ・・・・・
ぬりえ前

ぬりえ後

「ぬりえ」を行う
前より広い範囲で
α波が見られた。

つまり、「ぬりえ」にはリラックス効果があり、ストレス防止にも役立ちます。素敵な
デザインの絵に色を塗っていく作業は純粋に楽しく、大人にとって「ぬりえ」は、お
金をかけず場所もとらず手軽にできるストレス発散法です。
この時期に気軽に始められる趣味として「ぬりえ」を試してみてはいか
がでしょうか？また、「ぬりえ」をすると、脳全体をまんべんなく働かせ
ることができます。そのため、心を落ち着かせるだけではなく、集中力
や回転力を高める脳トレとしての効果もあるようです。
参考図書：尾崎康子・古賀吉彦ほか 「ぬりえの不思議 - 心と体の発達に見るその力 -」

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

2021 年 1 月 13 日〜 2 月 5 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。
「秋田へ定住」6 割超
避難長期化、子どもの意向も重視
県の被災者アンケート （河北新報

学校給食、福島県産食材「44.2％」活用
相双・いわきは 5 割超 （福島民友 21/1/21）
21/1/13）

東日本大震災や東京電力福島第 1 原発事故で岩手、宮城、
福島 3 県から避難し秋田県内で生活する世帯を対象に県が
2020 年度に実施したアンケートで、
「既に定住している」
「こ
のまま定住したい」と答えた世帯が 6 割に上った。アンケー
トを開始した 12 年度は 2 割だったが、震災から 10 年近く
たち、避難生活の長期化で定住を希望する声が増えたとみ
られる。

「最後の１人まで寄り添う」
かけ離れた東電の賠償実態
集団申し立てで目立つ和解案拒否（東京新聞

県内の学校給食で本年度活用された県産食材の割合が
44.2％に上り、東日本大震災前の 2010 年度以降で最高と
なった。県教委は、食材の放射性物質検査結果の公表を通
じて不安が軽減されたことに加え、新型コロナウイルスの
感染拡大で消費が落ち込んだ牛肉や地鶏、水産物を積極的
に活用したことなどが要因とみている。震災と原発事故翌
年の 12 年度は放射性物質への不安から 18.3％に落ち込ん
だが、その後、回復傾向にあった。

福島第一に放射線量が極めて高い設備、
「数時間で人が死に至る恐れ」…廃炉工程遅れる可能性
21/1/13）

東京電力は、福島第 1 原発事故で避難を強いられた被
災者への精神的損害への賠償として事故当初、毎月 10 万円
を支払っていた。2012 年 3 月から、政府の避難指示によ
る帰還困難区域の避難者へは一括払いに方針が変わり、既
払い分も含めて 1 人 1,450 万円で賠償は終了した。東電は、
賠償について「三つの誓い」を掲げ、①最後の 1 人まで賠
償の貫徹に／②迅速かつきめ細かな賠償の徹底／③和解仲
介案の尊重を約束。
「最後の 1 人が新しい生活を迎えること
ができるまで、
被害者に寄り添い賠償を貫徹する」とうたう。
しかし、実態はかけ離れている。東電は文部科学省の原子
力損害賠償紛争審査会が示した賠償基準「中間指針」に沿っ
て賠償の可否や金額を決め、指針を盾に支払いを拒む例が
多い。被災者は東電に直接ではなく、長期間かかる裁判や、
国の原子力損害賠償紛争解決センターが仲介して和解案を
示し、比較的短期間で終わる裁判外紛争解決手続き（ADR）
でも賠償を求めることができる。

縮みゆく自治体 データで見る住民帰還
＜あの日から・福島原発事故 10 年＞

（東京新聞 21/1/18）

東京電力福島第 1 原発事故による政府の避難指示は､ 2020
年 3 月までに全 11 市町村で解除が進んだ｡ 放射能で広く
汚染された地域では大規模な除染とインフラ整備が行われ
､ 避難先から戻る住民もいるが､ その数は依然として少な
い｡ 全住民の避難を強いられた 8 町村は､ 人口も減少の一
途をたどっている｡ このうち人が暮らすことが可能となっ
た 7 町村では､ 若い世代が少なく､ 高齢者が増加傾向で自
治体の存続自体が危ぶまれる｡ 11 市町村の 2020 年 12 月
時点の居住率をみると、放射線量が高く人の立ち入りが制
限されている帰還困難区域が残る自治体は低い。17 年春
に避難指示が一部解除された浪江町は、2010 年には 2 万
人以上が住んでいた。今は人口が約 1 万 6000 人にまで減
り、居住率は 9.1％。同時期に解除された富岡町も居住率は
12.6％にとどまる。

（読売新聞 21/1/27）

2011 年 3 月の東京電力福島第 1 原子力発電所事故につ
いて、原子力規制委員会の検討会は 1 月 26 日、19 年 9 月
に再開した調査の中間報告書案を公表した。それによると、
2、3 号機原子炉建屋 5 階付近に、放射線量が極めて高い設
備があると推定される。このため、廃炉が遅れる可能性が
ある。

福島の避難者数に３万人の差
県と市町村の集計ばらばら （福島民報

21/1/30）

処理水処分、方針決定急がぬ可能性
経産相「ある時期には決断」 （福島民報

21/2/5）

2011 年の東日本大震災と東京電力福島第 1 原発事故の
避難者数を巡り、福島県が現在約 3 万 6,000 人としている
のに対し、県内の各自治体が避難者とする総数は少なくと
も 6 万 7,000 人超に上り、3 万人以上の開きがあることが
1 月 30 日、共同通信の取材で分かった。国や福島県、市町
村による集計手法は直後からばらばらで、避難者の動きを
統一して把握できていない。支援団体などは適切な支援が
難しい一因と指摘する。

梶山弘志経済産業相は 2 月 4 日の衆院予算委員会で、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方針を巡り、
「ある時期には責任を持っ
て決断しなければならない」と述べた。これまで多用して
きた「タンクが増加し敷地が逼迫（ひっぱく）する中、い
つまでも方針を決めずに先送りすることはできない」との
文言を使わず、表現が後退。方針決定を急がない可能性を
におわせた。
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2021年
日

3

2/21

火・木・金・第２土…相談日
●…ほっと岡山主催・共催等
●…協力イベント等

月
月

火

22

28

3/1

7

23 祝日

水

24

●子どものひみつきち

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

26

25

金

（義）
●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●はっとり
土

27

●くるくるお茶会・アロマ

2

3

8

9

●相談員：はっとり ●子どものひみつきち

10

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義） ●相談員：大和田

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

● 3.11への祈り
おかやま

● 再会交流会

● ふるさと交流会

ス

タ

ッ

フ

●相談員：大和田

●相談員：大和田

●子どものひみつきち

●ねっこぼっこ
●子どものひみつきち

●相談員：宮岡
（義） ●子どものひみつきち

●相談員：宮岡
（義） ●子どものひみつきち

よ

4

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：司法書士

5

● 東日本大震災
10年フォーラム

11

12

13

18

19

20

25

26

27

4/1

2

3

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：臨床心理士

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：宮岡
（義）
●くるくるお茶会・アロマ

（義） ●相談員：司法書士
●相談員：宮岡

●本業は、皆さん知っての通りシルバー
アクセサリーととんぼ玉の体験教室をし
ているのですが。最近、コロナ渦で暇な
のもあり、新しい体験コースを開発中で
す。試作品ができたので、今価格を検討
中なのですが。これが難しい。材料費の
ことや使う道具のことも考えながら…。
高くても、安くてもダメだし。うーん。
（宮岡篤子）
●岡山の春は植物も芽吹き、土のエネル

祝日

●相談員：はっとり

り●相談員：はっとり

● 2 年前に、植えたブルーベリーの今。
植えた年には、花も咲き、いくつかは食
べれるかなと思っていたが、花は咲けど
も実は付かない。最初の年はそんなもの
かなと思っていたが、夏の暑さで元気が
なく、結局枯れてしまった。今年 1 月に
草だらけになっていたので、刈りはらっ
てみると、1 本だけまだ生き残っていた
ので、使い切ってなかったブルーベリー
の土もあったので、もう一度植えてみよ
うと、また苗を買ってきています。数年
後にブルーベリー食べれたらいいな。
（宮岡義人）

6

● ふるさと交流会

（郡山／いわき）
ギーも強いような気がします。柔らかな
太陽の光と自然の色がとても心地よいと
感じる季節です。河川敷や道端には、か
わいい草花があちこちに顔を出して微笑
んでいるような気がして、下ばかり見て
歩いてしまいます。まだまだ風が強い日
や肌寒い日もありますが無理せず自分の
ペースでご自身を大事にしてください。
天気のいい日には野の草花と一緒に深呼
吸してみるのもいいですね。
( おおたに )

●「やい、コロナ！ お前いっときオレ、
万年」という言葉を見た時、ぴたりと心
に入った。そうだよね、私は放射能から
避難したのだ。福島原発事故から 10 年、
国民の生活は事故により大きく変えられ
たが、国も電力会社も原発に関して基本
的に見解を変えていない、40 年経った原
発をさらに 20 年動かそうとしているし、
首都圏の老朽原発を稼働させようと画策
している。なりふり構わずデータの改ざ
ん等々、原子力村は健在だ。10 年の間事
故から学ぶこともなくまだ原発で儲けよ
うとしている。政権はカーボンニュート
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ラルとか言っているが、気を付けなけれ
ばならない。計画が止まっている原発を
稼働しようとしている。コロナも怖いが、
放射能が怖いのは何も変わっていない。
しかも地震は近づいているのだから。
（大和田）
● 2/20、復興庁と福島県が避難者の実態
把握をするニュースがながれました。誰
が避難者か、避難者数の本来は何人なの
か、この 10 年不明確でした。ニュースが
流れる前日 19 日にも、全国にある 26 の
生活再建拠点が一堂に会する会議で、実
態把握の必要性があらためてとりあげら
れたところでした。今回の実態把握は、
「福島県県外避難者」を対象としていま
す。一方、全国避難者情報システムには
福島県以外からの避難者も登録されてお
り、この機会に「広域避難者」の定義が
あらためて問われるのではと考えていま
す。これについて、ぜひ、避難者の方や
関心のある方と一緒に意見を聞きあいた
いと思っています。主体は誰なのか、見
失わないために。ご意見いつでもお待ち
しています。
（はっとり）

放射能が不安,
健康被害のこ
とを
放射能が不安,
誰にも話せない...
健康被害のこ
とを

岡山のことが
わからない...
岡山のことが
わからない...

母子避難で
もう限界
母子避難で
もう限界

誰にも話せない...

これから、
どこで
暮らしていこう...
これから、
どこで
暮らしていこう...

相談したいけど
相談先が分からない
相談したいけど
相談先が分からない
さびしい...
さびしい...

「相談するほどじゃないかもしれない...」
「相談するほどじゃないかもしれない...」
「相談」
というと、ハードルが高いように感じるかもしれません。
「相談」
というと、ハードルが高いように感じるかもしれません。
モヤモヤした気持ちを吐き出したり、
一緒に整理したり、
モヤモヤした気持ちを吐き出したり、
一緒に整理したり、
一緒にこれからのことを考えたり。どうぞ抱え込まないで、
一緒にこれからのことを考えたり。
どうぞ抱え込まないで、
だれかとつながることで、ほっと一息ついてみませんか？
だれかとつながることで、ほっと一息ついてみませんか？

0120―566―311

ほっと相談
専用ダイヤル

Mail : hotokayama@gmail.com

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
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。

県庁通り

中央郵便局

「大学病院入口」
バス停
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西川緑道

イオン
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水道局

東口
岡山
駅

西口

桃太郎線

近隣詳細地図

ビックカメラ

「大学病院」バス停

コンビニ

岡山大学
鹿田キャンパス

精神科医療センター

県道21号

コンビニ

宇野みなと線

岡山市役所

水道局

清輝橋駅

「大学病院」
バス停

大元駅←

「大学病院入口」
バス停

南門

ほっと岡山
NTTドコモ

岡山大学病院

ほっと岡山

〒

「東古松四丁目」バス停

P

P

スーパー

スーパー

大元駅

アクセス
岡山駅から
●車の場合：約１０分
●徒歩の場合：約３０分

●路面電車の場合：岡山駅前から「清輝橋」行き路面電車で12 分「清輝橋」下車、徒歩約１５分
●バスの場合：
・岡山駅東口バスターミナルから「12」「22」「52」「62」「92」系統の岡電バスで「大学病院入口バス停」下車徒歩10 分
・岡山駅東口バスターミナル「４番乗り場」から「2H」系統の岡電バスで「大学病院構内バス停」下車徒歩 10 分
・岡山駅前（イコットニコット前または高島屋入口）から循環バスで「大学病院入口」下車徒歩 10 分
・岡山駅東口バスターミナル「８番乗り場」から「83」系統（新保西・万倍行）の岡電バスで「東古松四丁目」下車徒歩４分

Web でも『ほっと岡山』の活動などをご覧いただけます

発行：2021 年 3 月 1 日

「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。
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