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「あーとのじかんねっこぼっこ」で参加者のみ
なさんとつくった「かおる人形」。アロマのいい
香りに癒されました。
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ほっと岡山より、二冊の書籍
『つむぐ 3.11避難者の声』
『わたしとソウルフード』
をお届けします。

2011年3月11日東日本大震災発生。
地震と津波、そして原発事故。

多くの人たちが、住み慣れた土地から避難をしました。

あれから十年を迎えます。

あの時から今までのこと、今感じていること。

一人ひとりのものがたりを、今、語ること。

私たちの声・存在・経験を言葉として刻み、

未来に、そして、今後の望まれない災害にいかしてほしい。

避難を経験した八名一人ひとりのものがたりを

一冊の本につむぎました。

ぜひ、手にとって、ものがたりに耳を澄ましてください。

明日の私のものがたりかもしれないから。

『ほっとおたよりNEWS』を愛読しています。特に「わたしとソウルフード」が好き

で、「こんな郷土料理があるのか～！」と、毎回楽しみにしています。

21年2月号の「宮城のがんづき」は、「時短・手抜き・いいかげん」のわたしにも作

れそうだったので、すぐにトライ。美味しい「がんづき」が簡単にできて、びっくりし

ました。がんづきは今や「わたしのソウルフード」です（笑）。

以下はわたしのバリエーション・レシピです。お楽しみあれ！ 

–

①元のレシピには、「甘さを抑えたいときは黒砂糖を4分の3に」とありますが、

「半分」でも大丈夫です。

②黒砂糖は「粗製糖や白砂糖」で、水は「豆乳」で、それぞれ代替できます。

③蒸す時間は「40分」ではなく、「25～30分」でも大丈夫です。

書籍のご意見やご感想はこちらまで

お寄せください。手紙・メール・FAX
でお送りください。

–
一般社団法人 ほっと岡山 事務局

〒700-0921

岡山県岡山市北区東古松1-14-24

コーポ錦1階

TEL: 070-5670-5676

FAX: 086-230-4561

MAIL:hotokayama@gmail.com

『つむぐ』語り部
随時募集！！

ほっと岡山では、引き続き、ご協力い

ただける方を募集しています。みなさ

まのご経験を文章化し、本としてまと

めます。記録づくりにご協力いただけ

る方や、お話を伝えたい方は、ほっと

岡山までご連絡ください。

1. 配送手数料の振込次の口座へ配送手数料をお振込みください。

－

●振込額：500円（税込み）

●口座：中国労働金庫 岡山支店［普通］6996289

［名義］一般社団法人ほっと岡山 シャ）ホットオカヤマ

2.配送先をフォームまたは、メールにてご回答ください。

－

●申込みフォーム

https://forms.gle/7zFUa

QnoB8U7N9w49

●メール

メールにてお申込みの場合は、

次の①～⑦をメールに入力して送信してください。

ほっと岡山メールアドレス：

hotokayama@gmail.com

送付時の件名は「書籍申込み」と入力してください。

①氏名（フルネーム）、②郵便番号、③住所、④電話

番号、⑤お振込み日（配送手数料のお振込み日）、⑥

領収書について（領収書が必要な方は、『必要』と明

記してください） ⑦ご希望冊子名と数量

3.振込と申込みの確認ができましたら、配送します。

『つむぐ 3.11避難者の声』『わたしとソウルフード』ご希望の冊子と数量をご連絡
ください。書籍は無料ですが、配送手数料（500円税込み）のみ頂戴します。

数に限りがありますので、お早目にお申込みください。

ご不明な点がございましたら、ほっと岡山事務局で、お気軽にご連絡ください。

ほっとおたよりNEWSで連載してきました
「わたしとソウルフード」。

なつかしい郷土料理をあれこれ紹介しあいっこ。

一冊の本にまとめました。

福島県をはじめとする東北・関東地方や岡山のソウル

フードを紹介します。

読者の方からの投稿をご紹介します！
おたよりNEWSで紹介の
『わたしとソウルフード』を見て作ってくださったとのこと。
レシピは、同送の書籍『わたしとソウルフード』に掲載しています。
みなさまもぜひ、お試しください。

がんづきを作ってみました！
～「わたしとソウルフード」 ～ S・Nさん（岡山市）

書籍追加配送ご希望の方はこちら

つむぐ
 3.11避難者の声

わたしと
ソウルフード
 あなたの故郷の味、教えてください。

申込みの流れ

令和二年度福島県 県外避難者帰還・再建支援補助金事業にて制作しました。

入手方法はこちら！

書籍が
 できました！
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［特集］

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－』
レポート

アンケートでいただいた言葉

●（フォーラム開催について）被災者の

かたの思いに、ほんの少しですが、繋

がる一歩になったと思います。（一般

参加者）

●（フォーラム開催について）311のとき

の葛藤が聞けたことや県内避難と県

外避難の現状が知れた。（一般）

●消防士であっても迷いはあるし、こ

れを責めることは誰も出来ない。命を

なげうってやる仕事はあり得ないし、

こんな仕事を作り出す、想いをさせる

可能性のあること自体社会悪である

と思う。

●実際の避難者の声やその人達の

ために私たちが何が出来るのか。（一

般）

●わすれかけていた10年前の原発事

故当時の生 し々いお話がきけてよ

かったです。風化させることなく、2度

と同じ事故をくりかえさないためにも

国や電力会社との責任を問い続ける

ことが大切だと思いました。（一般）

●継続して支援活動頑張ってくださ

い。ADRの時効も迫っていることを

知りました。避難者全員の物心両面

の支援はますます必要だと思います。

（一般）

●コロナ禍のなか、よくこの会を開い

てくださいました。ありがとうございま

した。（支援者）

●避難した負い目を感じていたが、行

動の選択をしたことだったと気づい

た。（避難者）

●岡山は災害が少なく、防災に対す

る意識が薄いと個人的に感じていた

のですが、自分ではどうすることもでき

ない苦しみや悲しみに直面した時に

助けとなる、つながりや生きがいは大

切だと感じます。（一般）

●考えが言葉にはなかなかできない

ですが、公務員である自分は何をすべ

き、どう動くべきか、常に考えなければ

ならないと思います。（一般）

●渡邉敏行さんのお話からは現場

の緊迫感や葛藤が伝わり、胸を打つ

内容でした。吉田千亜さんが指摘さ

れた避難計画の問題も重要だと思

いました。また、澤上幸子さんが最後

におっしゃっていた「避難してきたこ

とへの罪悪感と語りにくさ」というこ

とにも、思いを致さなければと感じま

した。今回のイベントがオンライン配

信だったので、視聴することができま

した。貴重な機会を提供してくださ

り、有難うございました。（一般）

●震災から10年が経とうとしていて、

被災者やあらゆる関係者も様 な々生

き方に変化、支援も多様になってい

ると思います。大切なのは、災害に

よって何が起きたのか報道ベースで

ないリアルな現実を伝えること。関心

を示さない人々 が「え、そんなことが実

際に起こったの！」を知ることがとて

も大事だと感じます。そのような場と

して311スタディーズ等の企画はとて

も重要だと思います。（被災者・避難者）

●メディアの報道だけでは知れな

かった当時の様子や「立場」や「職

務」や「恐怖」との板挟みで苦労さ

れた消防士の方たちの話は自分だっ

たらどうするかと改めて考えさせられ

ました。命をかけて当時任務を遂行

された方々に敬意を表します。当事

者でないため、実態を知らず過去の

こととして意識することが減ってし

まっていたが、まだたくさんの方が避

難生活を送っていること、風化させな

いための活動（支援を含めて）を続けて

いること、見えない苦しみを抱えてい

ることを知りました。100％当事者の

方の気持ちは理解することはできな

くても、知ろうとすることは続けたい

と思います。（一般）

ほっともも太くん

今年の東日本大震災に関するフォーラ

ムは、「双葉郡消防士たちの3.11―

覚悟・苦悩そして葛藤の中で―」と題し、会

場とオンラインとで参加できるよう開催しまし

た。オンラインでは、全国各地からのご参加

があり、また、会場はコロナウイルス感染拡

大防止を講じながら、お集まりいただきまし

た。ご視聴、ご参加ありがとうございました。

　第一部は『孤塁』著者の吉田千亜さんと

元双葉郡消防士の渡邉敏行さんのお話。

吉田さんは『ルポ 母子避難』等、原発事故
からの避難者の問題などに継続的に取り上

げてきたライターの方です。フォーラムでは、

『孤塁』で描かれた一人ひとりの消防士の

証言をもとに、インタビューに登場した渡邉

さんのお話を直接うかがう貴重な機会とな

りました。

　津波と原子力災害の発生。被災地の消

防力だけでは対応が困難な大規模災害の

発生時に、全国の都道府県から消防職員

が応援に駆けつける緊急消防援助隊が来

ない。第一原発から10km圏内に屋内退避
指示が出たことで緊援隊は足止めを食ら

い、未曾有の危機を前に、双葉郡の消防士

たちは完全に孤立してしまった。絶望的な状

況が伝わってきました。

　何からも守られない中、人命救助に不眠

不休であたる消防士の姿を、社会は「英雄」

のように扱ってしまっていいのか。消防士一

人ひとりの存在とその家族の存在があること

を、置き去りにしていないか。もう二度と繰り

返さないためにも、「我々の経験をいかして

ほしい」と渡邉さんは語ります。

　第二部では、今私たちが置かれている広

域避難の現場から、避難者であり支援にか

かわってきたNPO法人えひめ311事務局長
の澤上幸子さんも交えて、消防士の方の葛

藤や苦悩と通底する問題について一緒にお

話しました。支援の現場や時間軸が違って

も、私たちの広域避難者支援でも感じてき

た問題。一人ひとりを尊重するということ、社

会の問題をなかったことにしないこと、問題

に向き合うことが浮かび上がったのではない

かと振り返ります。そして社会がこの問題に

しっかり向き合うことが、「人間の復興」を叶

えるスタートなのだと思いました。

　先日知ったのですが、福島第一原子力発

電所の場所は、戦時中に特攻隊の訓練場

だったそうです。そのことは地元でもあまり語

られず、皮肉なことに、原発事故でも同じよう

に、消防士もそして避難者も、多くの一人ひと

りの犠牲をうんでしまった。社会はそのこと

に見て見ぬ振りをこれ以上してはいけないは

ずです。（はっとり）

 3/6
東日本大震災10年
フォーラムを
開催しました

当フォーラムの内容は
Youtubeからご覧い
ただけます。

吉田千亜さんの『孤塁
―双葉郡消防士たちの
3・11』もぜひ手にとって
みてください。一人ひとり
の存在が浮かび上がり、
そのことの意味を伝えて
くれます。

ありがとうございました！！
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インターン生を受け入れました

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。

　ほっと岡山では、毎年2回「岡山市ESD学
生インターンシップ」の事業で、大学生のイ

ンターン生を受け入れています。春季の今回

は、1名の大学生にお越しいただき、7日間、
一緒にほっと岡山の活動に取り組んでいた

だきました。

　インターン生は、自分ごとに引き寄せ、理解

する力が元 あ々ったのだと思いますが、ほっ

と岡山が何のために、何に取り組んでいるの

か、そして、何が今困難なのかを的確に捉え、

一つひとつの作業に熱心に取り組み、すぐ

吸収している姿は感動しました。ちょうど3月
という、一年で一番忙しい時であり、さらに

震災後10年といった非常に対応が求められ
ている時に、行政やメディアといった多様な

人たちとの接点も新鮮だったのではと思い

ます。

また、3月9日のインターンシップ報告会でも、
素晴らしい報告をされていました。

　コロナ禍で開催をぎりぎりまで検討してお

りましたが、対策を十分とりながら実施する

運びとなりました。各地にいる避難者同士が

再会し、お互いの今を共有できる機会として

企画しましたが、交流会自体の規模が最小

限で少し寂しかったかもしれません。それで

も、ご協力いただいた京都で避難者支援に

携わるNPO法人和
なごみ

のメンバーでもあり避

難者の方とも、「また会いたいね!」と言葉を
交わし合うシーンもありました。毎年福島県

で開催する「ふるさと交流会」でも、各地に

避難した方たち同士が、それぞれの土地で

暮らしている様子やこれからのことを共有で

きてよかったというお声も多くいただき、遠い

地域の避難者のつながりの大切さを実感し

てきておりました。

　また今回訪れた西本願寺さんは、ほっと

岡山の支援のひとつ「かけはしC」という避
難元との行き来をサポートする支援を継続

的に支えてくださりました。西本願寺さんへ

のお礼もさせていただきました。ご好意に預

かり、なかなか拝観の機会が限られていると

いう「書院」と「飛雲閣」もご案内いただき、

大人も子どもからも、あちらこちらで静かに感

嘆の声が聞こえてきました。

●京都の避難者の方との交流、心温まる時間

でした。お料理もおいしく西本願寺の拝観もす

ごく良かった。

●避難している方達とその後「どうしてた？」と

話すことが出来て嬉しかった。

●和さんの話は何度か聞いていたが、実際にお

会いして話が出来たことはとても良かったで

す。特に和のスタッフさんと福島弁で話が出来

てほっこりしました。

●東北なまりを久しぶりにきいて、はげまされた。

●毎年かけはしプランを利用しつつも、どんな

方々がどのような思いで支援して下さっている

のか、よく分からなかった。今回実際にお会い

してみて、自分の中で納得出来たような気がし

たし、これからの更なる交流の第一歩になれば

良いと思えた。

●西本願寺の方々にも岡山に来て頂いて他の

避難者さんとも話をしたり、相互理解を更に深

める機会に出来たら良いと思った。また他県

（京都等）の避難者さんと交流して、情報交換す

る機会があればと思った。

2月のくるくるお茶会は、福島での地
震の話をされたり、岡山の交通マ

ナーの話で盛り上がったりしました。

お茶を飲みながら、いつもどおり世間

話をしてほっこり。

3月のくるくるお茶会は、大谷先生にアロマケ
アをしてもらいながら、おしゃべり。みんなで、

大盛り上がりでした。お茶を飲みながら、お

菓子を食べて、また楽しくおしゃべり。

2月のねっこぼっこでは森のような、か
わいくて小さなお庭を作りました。モス

（苔）やプリザーブドフラワーなどで自

分だけのリラックス空間をつくりまし

た。

作りながら話が盛り上がってとても楽

しい時間でした。そしてみなさん、とっ

ても素敵な作品が出来上がりました。

3月のねっこぼっこではさまざまなデザインのマスキングテープを
下絵にペタペタ貼って名画を完成させました。色や模様の配置

など深く考えず、その時の感覚でシールをペタペタ貼っていく作

業が皆さんとても楽しかったとのことでした。下絵も何種類かお

送りしていたので絵を選びながらいろんな会話も飛び出し、オン

ラインでも同じ空間にいるような気分でできたように思います。

今回もとっても素敵な作品が出来上がりました。

3月3日の子どものひみつきちは、ひなまつりということで、
ひなまつりケーキを食べました。冬の寒さはやわらぎ春

の訪れを感じる今日このごろ。今回は、大学生のお姉さ

んも一緒に楽しみました。新聞じゃんけんでは、白熱した

バトルが繰り広げられました。

高校生のけん玉講座では、熱いご指導をいただき短い

時間で上達を感じられました。（桜のつぼみも開花し、参加

者の才能も開花しました）今後も新しいイベントを計画した

いです。

2/25（木）

3/25（木）

2/17（水）

3/17（水）

3/3（水）

あーとのじかん

あーとのじかん

再会交流会 春の京都バスツアー

参加者からのアンケート

書院と能舞台。桃山時代の豪壮華麗な書院造の様式で
「おー」「わー」の声が止みませんでした。（左）清水寺も駆け足で。 

飛雲閣。金閣、銀閣とともに京都三名閣の一つ。僧侶でもある
「和」の代表、大塚さんにご案内いただきました。

3/9報告会。インターン
生発表の様子。

大谷先生のアロマケアで癒されつつ、みんな
とのトークもほっこり。

プリザーブドフラワーやアイスランドのモス（苔）を使いま
した。

ねっこぼっこスタッフさんの作品。まるで絵画の様です。

3/14（日）

2・3月
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1. 帰還困難区域の立

ち入り緩和、夜間滞

在は今秋にも 福島・大熊

町

（産経新聞 2021.3.8）

　政府は8日、東京電力

福島第1原発事故によっ

て帰還困難区域に指定し

た福島県大熊町の約320

ヘクタールで、立ち入り規

制を緩和した。申請なし

で自由に出入りできるが、

避難指示は解除されず居

住や宿泊は引き続きでき

ない。同町内での緩和は

昨年3月に続き2回目。

　町によると、今回緩和さ

れるのは、かつての町中

心部に近く住宅地や農地

が広がる地域で、来年春

までの避難指示解除を目

指す特定復興再生拠点

区域（復興拠点）の一部。

除染で空間放射線量が

十分に下がったため、政

府が規制緩和を決めた。

2. 福島第一原発事故

避難者 高速道路

の無料化措置を1年間延

長（NHK NEWS WEB

2021.3.10）

　東京電力福島第一原

子力発電所の事故の影

響で避難している人を対

象にした高速道路の料金

を無料にする措置が、来

年3月末まで延長されるこ

とになりました。

　福島第一原発事故の

影響で警戒区域などに指

定され各地に避難してい

る人たちが、地元に一時

帰宅する際の費用を支

援しようと、国土交通省

は平成24年度から高速

道路の料金を無料にす

る措置を続けています。

　無料化の期限はことし

3月末までとなっていまし

たが、国土交通省は避難

を続けている人が多いと

して無料化の期限を来

年3月末まで1年延長する

ことを決めました。

　また、原発事故の影響

で自主的に避難し、親子

が離れて暮らしている世

帯を対象にした高速道

路料金の無料措置も来

年3月末まで1年間、延長

するとしています。

3. 国に賠償命令、8件

目 いわき市の原

発避難訴訟―福島地裁

支部（時事通信2021.03.26）

–

　東京電力福島第1原発

事故で精神的苦痛を受

けたとして、事故当時に

福島県いわき市民だった

1471人が国と東電に計

約26億円の損害賠償を

求めた訴訟の判決が26

日、福島地裁いわき支部

であった。名島亨卓裁判

長は国と東電に対し、

1431人に計約2億400万円

を支払うよう命じた。

　国と東電を相手取った

集団訴訟の15件目の一

審判決で、国の賠償責任

を認めたのは8件目。

　名島裁判長は、政府機

関が2002年に公表した

津波地震の発生確率を

推定する「長期評価」に

基づき、国は09年8月ごろ

までに津波を予見できた

と認定。日本原電が約1

年半で建屋の水密化工

事をしたことを引き合い

に、規制権限のある国が

東電に安全対策を取ら

せなかったのは違法と判

断した。

　その上で、いわき市の

一部が屋内退避区域に

指定された11年3～4月に

ついて、「被ばくへの危惧

などから市民が事実上避

難を強いられた」と指摘。

慰謝料として1人当たり22

万円を認定し、東電が支

払い済みの額を差し引い

た賠償を命じた。

　原告側弁護団は「国の

責任を認めたことは評価

できるが、被害への理解

が不十分だ」として、控訴

する意向を示した。

4. 福島事故被曝で国

連報告書「健康へ

の影響、可能性低い」

（日本経済新聞 2021.4.1）

　東日本大震災から10年

の節目となった2021年3

月、東京電力福島第1原子

力発電所の事故で生じた

放射線の被曝（ひばく）に

よる健康影響を考える上

で、重要な国連の報告書

がまとまった。結論は「将

来、被曝が直接の原因と

なってがんが増えるなど

の健康影響がみられる可

能性は低い」という内容

だ。

　この報告書を作成し公

表したのは、原子放射線

の影響に関する国連科

学委員会（UNSCEAR）だ。

ほっと岡山レポート

岡山市議会で、東日本大震災
広域避難者について取りあげられました

「避難者登録」について

岡山市2月定例議会にて、「東日本大震災から10年 広域避難者の現状と課題」としてとりあげられました。
質問は中原淑子議員によるもので、答弁は市長、保健福祉や教育長等からありました。
要約して掲載します。他の市町村にお住まいの皆様にもご参考になればと思います。

福島県・復興庁・内閣府より「県外に避難されている皆様へのお願い」が郵送にて届い
てるご家庭があります。内容をご確認ください。

［質問］岡山県は関西以西では最も避難者が多い県であり、多くは原

発事故の影響を心配し、また被災3県を上回る関東圏からの避難世
帯である。避難者全国調査（2020年関西学院大学災害復興制度研究

所実施）では、収入が減少、近所づきあいの希薄化等との回答が多く、

また離婚の増加もみられた。ほっと岡山のアンケートでも、「岡山にも

避難者がいることを忘れないでほしい」「原発事故についてもっと理解

してほしい」「福島以外の広範囲の場所からも避難してきている人へ

の理解をしてほしい」「避難者の声を市政にいかすような場があれば

よい」「ひとり親へのサポートを強化してほしい」などの声が寄せられて

いる。

　本市は避難者数を把握しているか。特に被災3県以外からの移住、
避難してきた方 の々課題についてどう認識しているか。避難者支援の

情報をわかりやすく掲載したほうがいいのでは。

　また、社会的マイノリティの方たちへの認識を改めることが必要。

地域とのつながりをどう作っていくのか。本市は総合相談支援体制

づくりを進めているが、避難された方も視野に入れてサポートすること

ができないか。

［回答］岡山市における全国避難者情報システムに登録している避

難者数は219世帯577名、避難生活の長期化により個別化・多様

このたびのご案内について、福島県から避

難されている方の一部に届いており、避難

先・避難元自治体から登録情報が漏れてい

る可能性があります。「登録されているかど

うか不明」な場合等、ご不明な点がございま

したら、どうぞほっと岡山までご連絡くださ

い。また、福島県以外から避難された方も、

「全国避難者情報システムがよくわからない」

等も含め、お気軽にご連絡ください。

化しており、関係部局の他、民間支援団体等との連携について今

後検討していきたいと考えている。また岡山市HPについては、必要

な情報をわかりやすく発信するよう努めていく。

［質問］教育委員会では、避難してきた児童・生徒に対してどのような

支援、対応を行なっているのか。

［回答］罹災証明がない場合でも被災状況を丁寧に聞き取った上、

就学援助制度により経済的な支援を行なっている。学校は避難し

てきた児童・生徒に関して、避難による心理的ストレスを抱えている

一人ひとりの状況の把握に努め、保護者と情報を共有するとともに、

スクールカウンセラーと連携するなど、個に応じた支援をしている。

これらの回答を受け、相談に至らないケースとして、最初の一歩が踏

み出せないままであったり、避難元で受けていた支援が途切れている

こともあるのではないか、つなぎ役として民間支援団体との連携を深

め、「断らない相談支援」として伴走型の支援を充実していくべき、ま

た子どもへのサポートについても丁寧に対応してほしいと要望されてま

した。

ニュース
ダイジェスト

2021年3月8日～4月1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
詳細は岡山市議会
HP（QRコード）に
録画があります
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ニュースダイジェスト プラス
山陽新聞では2月、3月にさまざまな記事が掲載されました。

そのひとつ、「避難者の現在地 岡山からみた震災10年」は全8シリーズで特集が組まれました。
シリーズ7、8で取り上げられたほっと岡山の様子と、顧問の青田良介教授（兵庫県立大）のインタビュー記事を紹介します。

（8つのシリーズは、ほっと岡山の新聞スクラップ記事からも読むことができます。
1「帰郷」 2「ふるさと喪失」 3「関東から」 4「子どもたち」 5「二重生活」 6「新たな道」7「支え」 8「インタビュー」）

山陽新聞（2021.3.20）
『避難者の現在地 岡山からみた震災10年』8 インタビュー 兵庫県立大 青田良介教授

山陽新聞（2021.3.18）
『避難者の現在地 岡山からみた震災10年』 7 支え

告知！
ほっと岡山代表理事 はっとりいくよ

山陽新聞『一日一題』連載中。ぜひご覧ください。
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ほっと岡山からのお知らせ

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
より毎月第一金曜日の相談日（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。

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。

賛助会員になっていただいた方皆さまには、

 1. 総会後、活動報告を送付いたします
（毎年7月頃）

 2 . 当法人のHPにお名前を掲載させていた
だきます（匿名希望の方は掲載しません）

［会員期間］

 ・入会は随時受け付けております。
 ・会員期間は4月から翌年3月までの1
年間になりますので、毎年2月に更新の
ご案内をいたします。

賛助会員とは？
ほっと岡山の活動目的や活動
内容に賛同し、応援してくださる
会員です。 賛助会員の皆さまに
継続的にご支援いただくことで、
安定した活動ができるようにな
ります。 私たちと一緒に「一人ひ
とりの声を尊重し、その人らしさ
を支える支援」に取り組みませ
んか？

 ★ほっと岡山のビジョン

お互いに声をかけあい、助け合える社会を。

 ★ほっと岡山のミッション

災害により、暮らしの変化を余儀なくされた一人ひとりの「声なき声」を尊重し、 
3.11の経験を「これから」にいかしていきます

●賛助会員お申し込み方法
1. 申込フォームから賛助会員登録をする
https://forms.gle/4TeerQXQEP4eQ2ko7
2. 事務局より連絡
3. 会費を振り込む
4. 賛助会員申込完了
 ＊FAXやメールでの申し込みも可能です。

事務局までお問い合わせください。

FAX: 086-230-4561
MAIL : hotokayama@gmail.com

私たちの事業には、受益者からの利用料を伴わない相談支援・託児支援や、

支援対象者が限られるものがあります。

公的支援が先細る中、支援を継続していくために、皆様のご寄付が活動の大きな支えになります。

応援したい事業を指定いただくことも可能です。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

メールマガジンでは、おたよりNEWSに先行する情報や、暮らし・避
難者支援に関する情報など、様 な々内容をタイムリーにお届けする予

定です。

避難・移住者の方、支援者の方、一般の方も、どうぞご登録ください。

みなさまのご登録をお待ちしております。

メルマガご希望の方は、次のURLよりご登録ください。
https://forms.gle/PGnkpCoFJjqXuUdu7
＊メルマガ配信は、月1～2回、最新情報を適宜配信予定です。

メールマガジン
会員募集中！

ご支援ください

●日時 毎月第一金曜日 午前10時～午後16時
●癒し時間 約30分間
●予約時間帯
①10時～ ②11時～ ③13時～ ④14時～ ⑤15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

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

法律相談が変わります！

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！

❶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。

❷事務局から司法書士へ連絡。

❸担当司法書士より相談者へ連絡し、相

談日時・場所を調整。

❹相談。

受付窓口：ほっと岡山

電話：0120-566-311（10時～16時）

メール：hotokayama@gmail.com

相談の流れ

原発ADR
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

不動産登記
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

成年後見
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

供託・帰化など
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

くらしの法律トラブル
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

借金問題
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

遺言作成
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

会社・法人の登記
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

大谷みやこ | Ohtani Miyako
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

賛助会員になる！！

種別

個人

団体

法人

年会費

一口　  6,000円

二口　12,000円

12,000円

24,000円

サービス

メールマガジン
配信

○

○

○

○

勉強会・
セミナー割引

○

おたより
NEWS送付

○

○

○

講師派遣
割引

○
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毎週水曜
5/12（水）、19（水）、26（水）

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 ［あーとのじかん］
5/19（水）

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。

「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。

＊参加を希望される方は2021年5月10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。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。

毎月最終木曜日［ミニ交流会］
5/27（木）

 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。
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

毎月第3水曜 ［あーとのじかん］
6/16（水）

ねっこぼっこ
瓶に色や模様をつけてオリジナルデザイン

ボトルを作ろう。

透明の瓶を自分だけの素敵な瓶に変身させ

ます。必要な材料は全て事前にお送りしま

す。みんなでおしゃべりしながら交流も楽し

めます。創作が苦手な方も気軽にご参加く

ださい。

●時間 10:00～12:00（9:45～受付）

＊参加を希望される方は2021年6月7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。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。

毎月第2土曜夜

5/8（土）19:30～21:00

  避難者オンライン交流会（仮）
制度や支援の問合わせ、意見が各地の避

難者の方からほっと岡山に届きます。「もっと

みんなで共有できたらよいのでは？」と感じ，

オンライン交流会をはじめます！点と点でつ

ながっているところを、面のような場をひらい

て、一緒に話しあったり聞きあったり、安心し

て自由に発言する場になったらいいなと思い

ます。ぜひご参加ください。

●要参加申込、避難・移住者の

み（締切5月7日）

イベントのお知らせ
5月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、ぜひお越しください。ご質問も遠慮なくどうぞ！

0120-566-311申込み先 Fax: 086-230-4561
E-mail: hotokayama@gmail. com
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日 月 火 水 木 金 土

4.25 26 27 28 29 昭和の日 30 5.1

相談員…●大和田（精神保健福祉士）
　　　　●司法書士（随時）
　　　　●臨床心理士（毎月第3金曜）

●宮岡（義）
●宮岡（篤）
●はっとり

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：はっとり ●相談員：はっとり●ひみつきち

2 3 4 5 6こどもの日みどりの日憲法記念日 7 8

●相談員：宮岡（義） ●大谷先生の
　アロマセラピー

●相談員：はっとり
●オンライン交流会（仮）

9 10 11 12 13 14 15

●相談員：宮岡（義） ●相談員：はっとり●相談員：はっとり ●ひみつきち

16 17 18 19 20 21 22

●相談員：宮岡（義）●相談員：はっとり ●相談員：臨床心理士●ねっこぼっこ
●ひみつきち

23 24 25 26 27 28 29

●相談員：宮岡（義・篤）
●くるくるお茶会・
　アロマ

●相談員：はっとり ●相談員：はっとり●ひみつきち

30 31 6.1 2 3 4 5

●相談員：宮岡（義）●相談員：大和田 ●大谷先生の
　アロマセラピー

●ひみつきち

スタッフより

「311 支援カード」について 「おたよりNEWS」表紙写真
大大大募集！

●先月針金を作る道具のこと書きまし
たが。また道具を増やしました。チョコ
皿と呼ばれる金属を溶かす器。これは
消耗品なので届いた時から欠けていた
り、今回は良く欠けていた。このチョコ
皿を固定する持ち手。溶けた金属を流
し込むアケ型2種類。そして大物、圧
延ローラー。これで塊の銀をつぶして
四角の線を作るか、甲丸線にするか、
板を作るか。今までは金床とハンマー
でたたいて塊から必要な形の少し前
まで作っていたけど、薄い板にはでき
なかった。今度からは、0.5ｍｍ位の板
まで作れるので、なに作ろうかな。何年
も前に買って寝かせていたサンゴの化

石を磨いた石があるので、ペンダント
トップ作ってみようか。
とはいえバングルは数本作ってみたの
だけど、どこまで細いものができるか
チャレンジ中です。（宮岡義人）
●今これを書いてるのは4月のはじめ
で、ホームセンターやスーパーに野菜の
苗がいっぱい並んでいます。そろそろ
苗を買おうかな？でも今週寒いし、4月
上旬はまだちょっと早い、いつも中旬
か下旬に買います。
このお便りを皆さんが読んでいるころ
じゃ遅い？いえいえ、意外とおすすめで
す。ゴールデンウィーク明けに、お店で苗
がお安くなってるんですよね。（宮岡篤子）

●先日地元の子どもたちと植物観察
をしました。子どもたちはスケッチをす
る傍ら咲いているお花を見て、「この花
は今ちょっと落ちこんでいるから
そーっとなでなでしてって言ってる（クリ
スマスローズ）」とか「カエルさん来ない
かなーって待ってる（スイレンの葉）」「見
てみて私をきれいに撮って！ってポーズ
決めてるからこの角度で写真撮って（ス
イセン）」などと花の気持ちを想像して
言葉で表現する遊びを始めました。側
で聴いていると、こちらもほっこり笑顔
になって子どもたちのつくる自然のス
トーリーをもっともっと聴いていたいと
思いました。大人の私たちもたまには

心の中で草花の気持ちを想像してみ
るのもいいかもしれません。（おおたに）
●2冊の書籍、たくさんの方が関わって
くださり完成しました。『つむぐ』は、2年
ほど前、「言葉を残したい」といった声
から構想がスタート。ご協力をありがと
うございました。そして、ほっとおたより
ニュースもリニューアル。ほっとももちゃ
んが笑ったりしょんぼりしたり、表情豊
かに登場しています。震災をきっかけ
に岡山へ移住した hi foo farm （ハイ
ホーファーム）の岡野雄一郎さんが担当
くださることになりました。すてきなデ
ザインをありがとうございます！次号か
らもお楽しみに！ （はっとり）

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。

こんにちは。おたよりNEWS編集部です。表紙の写真が無
くて困っています。お出かけの際に撮った写真など、メール
に添付してお送りください。みなさまからの投稿をお待ちし
ております！
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岡山のことが
わからない…

これから、
どこで暮らして
いこう…放射能が不安、

健康被害のことを
誰にも話せない…

相談したいけど
相談先が
分からない

母子避難で
もう限界

さびしい…
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ホームページやフェイスブック、YouTubeで
も『ほっと岡山』の活動などをご覧いただ
けます。

フェイスブック
「hotokayama」

YouTube
「ほっとチャンネル」

「ほっと岡山」
ホームページ

「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、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？

「相談するほどじゃないかもしれない…」

アクセス

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。

［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
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○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
○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

［車］ 
約10分

［バス］ 

◎岡山駅から

約30分
［徒歩］

岡山駅前から「清輝橋」行きで12分「清輝橋」下車、徒歩約15分
［路面電車］
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［メール］hotokayama@gmail.com
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