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3 月 14 日、京都の避難者の方とご一緒に
西本願寺へうかがいました。
この３年間、避難元地域との往来を支えてくださり、
感謝の気持ちをお届けする機会をいただきました。
今もなお、思いを寄せてくださることに
心より感謝申し上げます。
全国の避難者数（令和 3 年 2 月 8 日復興庁調べ ）
全国の避難者数 : 約 41,000 人
岡山県の避難者数 : 923 人

（うち、福島県からの避難者 198 人）

3 月にお伺いした京都西本願寺

今月の内容
●特集 311 スタディーズ
「原発事故避難者の PTSD
─ 一人ひとりの 311─」レポート
●ほっと岡山からのお知らせ
●イベントのお知らせ

●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

311 スタディーズ
「原発事故避難者のPTSD
— 一人ひとりの 311 — 」レポート
2021年 2 月 13 日（土）に開催された 311 スタディーズ。その講演の要旨を、3 月 10 日の
山陽新聞全県版で『「語る

伝える」福島県相馬市の精神科クリニック院長、
蟻塚亮二さん（73）
』

というタイトルで、紹介していただきました（記者：信定佑紀さん）。その記事を山陽新聞の
ご好意により、転載させていただきます。

原発事故のトラウマ深刻。
悲しみ、怒り、共有できる場を。
なぜ、原発事故の避難者はトラウマを抱えるの

精神科医として勤務していた沖縄県の病院では、
沖縄戦（1945 年）のトラウマが原因で、不眠や

か。理由の一つは帰る場所を失ったことだ。故郷

フラッシュバックなどの心的外傷後ストレス障害

はその人の人格の一部であり、私たちの心を守っ

（ＰＴＳＤ）に苦しむ高齢患者が大勢いた。東京電

てくれる「皮膜」と言える。先の見えない避難生

力福島第１原発事故後の 2013 年に赴任した福

活の中で、心の皮膜がむかれてしまい、ささいな

島県でも、津波や原発事故のトラウマで心身の不

ことでも傷つきやすくなっている。
原発事故には人災の側面があり、天災と異なり、

調を訴える避難者が多数いることが診察などで分
かってきた。

加害者と被害者の法的な対立関係が生じると考え

私が同県浪江町の帰還困難区域・津島地区を対

られる。解決には加害者の責任を明らかにする必

象に行った 19 年の調査では、県内外に避難する

要があるが、10 年たっても国や東電との裁判は続

約 500 人のうち、48.5％に PTSD の疑いがあっ

いており、長期化するほど、メンタルは悪化する

た。沖縄の戦争体験者の約 40％を上回り、国内で

傾向にある。
直接的な恐怖体験もある。死や放射能への恐怖

起きた過去の自然災害よりも高かった。
＊写真 : 山陽新聞
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アンケートでいただいた言葉
○自分の生きる力にもつながった気がしま
す。井上さんの詩の朗読を方言で聞かせてい
ただいたこと、温かい響きと、おばあさまが
日々を大切に生活されていた情景が浮かび、
また思いが伝わり、涙が止まりませんでした。
蟻塚先生が仰った、方言で話すこと、その方
の本当の感情の表出にはとても大切なことだ
と感じました。
○避難先で細々と続けてきた避難者の交流会
だが、安心して話せる場として誰かの役には
たったのかもしれない。意義ある活動として
肯定的に考えることができた。
○今を大事に生きるということ、この人生を
肯定するということが生きる力につながると
感じました。

といった体験が、強烈なトラウマになって不意に
フラッシュバックする。その恐怖感を誰にも分かっ
てもらえない。放射能が怖いと話すと、「まだそ
んなこと言ってんのか」とはねつけられ、胸の内
に秘めてしまう。原発や放射能について語れない
状況が長期的にトラウマを抱えることにつながり、
PTSD の発症リスクを高めてしまう。
15 年度に福島県が県民に実施した調査では、放
射線被ばくで後年にがんなどの健康障害が起きる

記者の一言
東日本大震災から 10 年がたつが、今もな
お原発事故による PTSD の疑いがある避難
者が多く、震災はまだ終わっていないのだと、
改めて気付かされた。
国内では、甚大な被害を及ぼす災害が後を
絶たない。心身に傷を負った被災者を励まし、
背中を押すことは尊い支援だが、苦しい胸の
内にそっと寄り添う「心の支え」も忘れては

と思うかとの問いに、32.8％が「可能性がある」

ならない。一人一人の共感の積み重ねが、被

と答えている。この不安感を押さえ込み、放射能

災者の心の復興につながっていくはずだ。

なんて心配ないと片付けるわけにはいかない。
避難者はつらい思いをしながら故郷から逃げて
きた。その悲しみや恐怖感、喪失感を周りが否定
してはいけない。悲しい時は目いっぱい悲しめば
いい。感情を隠蔽（いんぺい）すると前に進めな
くなり、いつまでもトラウマとして禍根を残すこ
とになる。
人は悲しみを受け止めてくれる、信頼できる他
者がいるから安心して泣くことができ、そうして
初めて再起することができる。悲しみや怒り、不
安といった感情を飾らず、周りの人と共有できる
場を増やすことが大切だ。
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蟻塚亮二

（ありつか・りょうじ）

精神科医。青森県の藤代健生病
院長や沖縄協同病院勤務など
を経て 2013 年から福島県相
馬市のメンタルクリニックな
ごみ院長。沖縄戦経験者や原発
事故被災者らの診察に当たって
きた。著書に「沖縄戦と心の傷
トラウマ診療の現場から」、共
著に「3・11 と心の災害―福
島にみるストレス症候群」など。

お

知

ら

せ

司法書士は身近なくらしの法律家です
主な相談内容

法律相談が変わります

不動産登記

原発ADR

毎月第１金曜日、司法書士による法律相談の日を設けておりまし

原子力損害賠償紛争解決セ
ンターへの申立てや、その
提出書類作成の代理

たが、２０２１年４月からは相談方法が変わります。月に一度の
相談日をお待ちいただくことなく、受付後に相談日を決定、直接
相談ができるようになります。
※相談は従来通り無料です。

くらしの法律トラブル

相談の流れ
①ほっと岡山事務局へメールまたは電話で必要事項（お名前、ご

消費者金融やクレジットの借
金の 整 理、自己破 産・民 事 再
生の手続き、払い過ぎた利息の
返還請求など、
借金問題を抱え
る方の生活再建をサポート

成年後見

供託・帰化など

認知症などにより判断能力
が十分でない方々の権利を
守る成年後見制度の利用の
お手伝い

家 賃に関する紛 争にともな
う供託手続き、帰化申請、検
察 庁に提出する告訴 状・告
発状の作成など

②事務局から司法書士へ連絡。
④相談。
受付窓口：ほっと岡山

遺言作成

電話：０１２０−５６６−３１１（午前１０時〜午後４時）

会社・法人の登記

相続問題の予防、死後のト
ラブルを避けるため等、法
律的な判断・方式に基づい
て遺言を作成

メール：hotokayama@gmail.com

借金問題

お金の貸し借り、
マンション
の敷金、交通事故、職場でのト
ラブル、訪問販売や悪質商法
など、
くらしの中で起きる法律
トラブルの解決のお手伝い

連絡先等、簡単な相談の内容について、相談場所の希望）を連絡。
③担当司法書士より相談者へ連絡し、相談日時・場所を調整。

相続・贈与・売買等による土
地・建物の名義変更、住宅ロー
ンの抵当権に関する登記、住
所・氏名が変わった時の手続
き、不動産の登録手続き

大谷先生による
アロマセラピー＆リラクゼーション
5 月より開始！
山路を登りながら
大谷先生によるアロマテラピー＆リラクゼーションを
5 月より毎月第 1 金曜日の相談日（午前 10 時～午後 4 時）
に開始します。
アロマテラピーは天然 100% 植物の香り成分である精
油を用いて、心身のリフレッシュやス ト レ ス 解 消 な ど と
ともに健康の維持に役立てていく自然療法です。

会社・法人の設立、役員変更や
任期の更新、資本金の増加、商
号や事業目的の変更、会社所在
地の変更、合併、解散など、会
社・法人の登記手続きを代理

プロフィール

大谷みやこ
阪神淡路大震災
の際にアロマテ
ラピーで支援活
動を行っていた
人びとから影響
を 受 け、 植 物 療
法に興味を持つ。
その後、私たちが本来持っている身
体の自然治癒力をサポートしてくれ
る植物のチカラをセルフケアの方法
とともに伝える活動を続けている。
資格：AEAJ 認定アロマテラピーイ
ンストラクター、日本ハンドケア協会
認定ハンドケアマイスター、足ケアセ
ラピスト、メンタルケア心理士 ® など

ご希望の方は、ほっと岡山事務局までメールまたはお電話にて、お気軽にご予約ください。
日時：毎月第 1 金曜日

10:00 ～ 16:00

＊事前に予約が必要です

癒し時間：約 30 分間
予約時間帯：① 10 時～

② 11 時～

③ 13 時～

④ 14 時～

⑤ 15 時～

癒し箇所：ハンド、フット他
予約方法：お電話またはメールにて、お名前・ご連絡先・希望日時・癒し箇所をご連絡ください。
ほっと岡山

電話：0120-566-311

メール：hotokayama@gmail.com
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イ ベ ン ト の お 知 ら せ
毎週水曜日

4/7、
14、21、28

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
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。

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

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：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 4 月 12 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、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。

アロマハンドケアも同時開催。おひ
とりずつブレンドしたオイルとお好き
な香りでリラックスとリフレッシュの
ためのハン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

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
すので材料はこちらからご自宅へ事前
にお送りいたします。なお、紙コップ
でもなんでもいいので、筆を洗う容器
だけご準備ください。
「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。
オンライン（ZOOM）での参加にも対
応いたします。ご希望の方は申込み時
に「オンラインで参加」の旨ご連絡く

毎月最終木曜日
ミニ交流会

毎月第３水曜日
あーとのじかん

4/22（木）

5/19（水）

くるくるお茶会
4 月のくるくるお茶会は、ほっと岡
山の事務所で定員を設けて開催しま
す。zoom でのご参加も可能です。申
込みの際に、お申し出ください。ご参
加の方には、マスクの着用をお願いし
ます。発熱のある方は、ご遠慮くださ
い。ふらっと来ていただける交流会で
したが、予約が必要となりました。無
連絡キャンセル OK ！連絡くださると
うれしいです。

ださい。

ねっこぼっこ
「癒しのクレヨンじかん」をご一緒
しませんか。点や丸や線を重ねながら
クレヨンをとことん楽しみたいと思い
ます。出来上がった作品はお部屋のイ
ンテリアに。絵が苦手な人でも大丈夫
です。
5 月も 4 月同様オンラインで行いま
すので材料はこちらから事前にお送り
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 5 月

また、年齢制限は設けていませんが

10 日（月）16:00 までにほっと岡山

大人向けに材料準備をしています。小

事務局宛のメールでお申し込みくださ

さなお子さんが参加される場合は材料

い。オンライン（ZOOM）で開催しま

の取り扱いや誤飲などにお気をつけく

すが、ご希望であれば「ほっと岡山」

ださい。

の交流スペースに来ていただくことも

●時間：10:00 ～ 12:00（9:45 〜受付）

可能です。
「オンラインでの参加」か

●講師：おおたにみやこ＝ Marbles

「ほっと岡山交流スペースに来て参加

オーナー。AEAJ 認定アロマテラピー

する」どちらかご希望をお聞かせくだ

インストラクター、ハンドケアマイス

さい。尚、恐れ入りますが「ほっと岡

ター、
メンタルケア心理士 ®、
おもちゃ

山の交流スペース」
は定員 4 名まで
（先

インストラクターなど。
「シンプルで

着順）とさせていただきます。あらか

ハッピーな生活を」そんな想いをこめ

じめご了承ください。

申込み先

ほっと岡山
TEL：0120-566-311 ／ FAX：086-230-4561
E-mail：hotokayama@gmail.com
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ニュースダイジェスト

2021 年 2 月 10 日〜 3 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。
3 月 8 日から「立ち入り規制緩和」
大熊下野上、熊地区の一部 （福島民友

21/2/10）

大熊町は、東京電力福島第 1 原発事故に伴う町内の帰還
困難区域のうち下野上、熊両地区の一部について、3 月 8
日から立ち入り規制を緩和する方針を固めた。町が 2 月 9 日、
町議会全員協議会で示した。両地区は特定復興再生拠点区
域（復興拠点）となっている。立ち入り規制の緩和は昨年
3 月の下野上、野上両地区の一部に続き 2 回目。通行証が
なくても自由に出入りが可能で、自宅の手入れや農地管理
などができるが、宿泊はできない。

国の責任認定、原告逆転勝訴 「対策取れば事故至らず」
―原発避難者訴訟・東京高裁（時事通信 21/2/19）
東京電力福島第 1 原発事故で、千葉県に避難した住民 43
人が国と東電に計約 19 億円の損害賠償を求めた訴訟の控
訴審判決が 2 月 19 日、東京高裁であった。白井幸夫裁判
長は「対策を取れば事故に至らなかった。国の規制権限不
行使は違法」と述べ、国に東電と同等の責任があると認定。
東電に計約 2 億 7800 万円の賠償を命じ、控訴審での請求
額に応じ、このうち約 1 億 3500 万円は国も連帯して支払
うべきだとした。一審千葉地裁は国の責任を認めておらず、
原告の逆転勝訴となった。国が被告となった避難者訴訟の
高裁判決は 3 件目。国の責任を認める判断は、昨年 9 月の
仙台高裁に続き 2 件目となる。

福島の県外避難者数、実態把握へ
減少想定、乖離解消目指す

（秋田魁新報 21/2/20）

東日本大震災と東京電力福島第 1 原発事故で被災した福島
県の県外避難者の登録情報について、復興庁と県が 3 月から
大規模な実態把握に乗り出すことが 2 月 19 日、政府関係者へ
の取材で分かった。現状では既に帰還した人や避難先で定住
を決めた人が一定数含まれている。震災から 10 年の節目とな
るのを機に、実態との乖離解消を目指す。復興庁によると、1
月時点の福島県の県外避難者数は約 2 万 9000 人だが、今回
の取り組みにより減るとみられ、避難者支援の充実につなげ
る。

帰還困難区域、来年にも居住へ
復興拠点外の除染見通せず ―福島

（時事通信 21/2/22）

質が検出され、福島県漁連はこの魚の出荷を停止しました。
福島県沖の漁で基準を超える放射性物質が検出されたのは
およそ 2 年ぶりで、去年 2 月には、すべての魚種で出荷制
限が解除されていました。

汚染水浄化の救世主に？
放射性ストロンチウム、豚骨ガラに吸着
原子力機構と東大が開発 （東京新聞 21/2/25）

豚骨ラーメンのスープを作った後に捨てられる豚骨ガラ
が、東京電力福島第 1 原発の汚染水浄化に役立つかもしれ
ない－。日本原子力研究開発機構（本部・東海村）と東京
大大学院理学系研究科の共同研究グループは、動物の骨が
持つ金属吸着性能を高める技術開発に成功したと発表した。
実用化できれば、福島で使われている既存の放射性ストロ
ンチウム吸着材に比べ、低コストで大量製造できる利点が
ある。

試験操業が３月末終了
福島県漁連「前に進みたい」 （河北新報

21/2/25）

福島県漁連は 2 月 24 日、いわき市内で地域漁業復興協
議会を開き、東京電力福島第１原発事故後に続けてきた試
験操業を 3 月 31 日で終了するとした方針案をまとめた。
同月下旬の漁協組合長会議で最終決定する。方針案では（1）
漁船、漁港、市場などの生産・流通体制が一定程度復旧し
た（2）検査体制を整備し、県産魚介類の安全性が確保され
ている－などとして、試験操業の目的は達成されたと明記。
東日本大震災前の水準の操業に向けて段階的に移行すると
した。

「避難指示遅れ被曝」 飯舘村 29 人、
（産経新聞 21/3/5）
国と東電提訴

東京電力福島第 1 原発事故で被曝（ひばく）したのは避
難指示の遅れが原因などとして、福島県飯舘村から県内に
避難した 12 ～ 89 歳の男女 29 人が 3 月 5 日、国と東電に
計 2 億円余りの損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こし
た。訴状によると、国は原発事故後の平成 23 年 3 月 15 日、
飯舘村の一部を含む 20 ～ 30 キロ圏の住民らに屋内退避を
指示。同 4 月 22 日、村を「計画的避難区域」とし、おお
むね 1 カ月間で計画的に避難するよう指示した。原告側は、
村役場周辺で高い放射線量が観測された 3 月 15 日の段階
で「国が避難指示を出すべきだったのに怠った」と指摘。

東京電力福島第 1 原発事故後、
「将来にわたって居住を制
限する」とされた帰還困難地域だが、時間の経過で放射線
量が低下。6 町村の「特定復興再生拠点区域」
（復興拠点）
では除染や住宅整備が進み、全住民の避難が唯一続く双葉
町と、大熊町、葛尾村は 2022 年春、浪江、富岡両町と飯
舘村は 23 年春の居住開始を見据える。

福島県沖 クロソイから基準超の放射性物質
出荷を停止（NHK 21/2/22）

福島県沖で行われている試験的な漁で、2 月 22 日に水
揚げされたクロソイという魚から、基準を超える放射性物
6
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●子どものひみつきち

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：はっとり ●相談員：大和田

●相談員：宮岡
（義） ●相談員：臨床心理士
am

●相談員：はっとり

●相談員：司法書士
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●アクセサリーの仕事で銀の粉集めて溶
な風の音と草花の優しい色合い。春の草
かして、塊にして。ここからがハンマー
花は目にも心にもとっても優しくて癒さ
でたたいて、延ばして固くなったら、ガ
れます。また、除草剤や農薬などが撒か
●相談員：宮岡
（義）
スバーナーであぶって、またたたいてを
れていないところで育つタンポポやオオ
繰り返し希望の厚さ長さにしてバングル
バコ、スギナ、ミントなどいわゆる昔か
を、数本作ってみた。やってみたかった、
らその辺にはえている雑草たちはお腹に
線引きヤフオクで線引き板を見つけ購入
も優しい健康茶としても私たちのミカタ
見るとやるとは大違いで、手が痛くてた
となってくれます。忙しい日常のなかに
まらなかった、コツがあるみたいで道具
少しでも草花の色や味や香りに感覚を寄
が届いて 1 週間くらいになるけど、今は
せ、リラックス時間がとれますように。
必要な太さまで苦労なく線は弾けるよう
（おおたに）
になった。ウインチも注文したけど、使
うのかな。
（宮岡義人）
●岡山に来てから島根への旅を何回かし
ている。同じ宿に泊まり、お料理、温泉、
●今年もやってきました。確定申告の季
散策を楽しむ。いつも又行きたいと思っ
節です。昨年の売上や、経費をまとめて
ているが私の腰の重さとコロナも相まっ
パソコンで記入していきます。クレジッ
てここ 3 年行けていない。何時になった
トカードの明細を見ながら、義人さんと
ら行けるかという思いで島根のニュース
二人でこれなんだっけ？ と首をひねった
を見ていた。そこへ飛び込んで来たのは
り。となんとか仕上げて、印刷完了。こ
島根県知事による、オリンピック聖火リ
れから、税務署に持っていきます。ほっ。
レーについての問題提起だった。さらに
（宮岡篤子）
出張先東京での 90 分の記者会見を見て、
こんなに真剣に地方自治をやろうとして
●外に出ると鳥たちのさえずりや穏やか
いる知事が居るのを知り嬉しかった。気
7

骨があり誠実、国会にいる人たちとの違
いをまざまざと感じ、この人を応援した
いと思った。緑の季節になったら島根に
行きたい、宿のおかみや、料理人のお兄
さんと話したい。近くには私の友人が長
らく政治と関わった町がある。逢う約束
をしていたが叶わなかった。その人を偲
んでその町にも行きたい！
（大和田）
● 2 月の蟻塚先生のお話、そして 3 月の
元双葉郡消防士の方のお話。どちらのお
話からも、社会の不寛容さが浮き彫りと
なり、当事者が「語りにくさ」を抱えざ
るを得ない構図が目の前に現われるかの
ようでした。悲しみに蓋をしめること。
そうさせてしまう社会は、生きること、
いのちを大切にしていないんだとあらた
めて感じました。今までたくさんの避難
者の方の小さな声は、ずっとこのことを
伝えてきたんだと。よく耳を澄まさなけ
れば聞こえない声。社会が寛容であって
ほしい。安心して悲しめる社会に。
（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。
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精神科医療センター
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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
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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。
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