
「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「マ
ステちぎり絵」。
絵画のような作
品が出来ました。
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めた図を元に、当事者はど

う感じているのか等、お話

を伺いました。実際の支援

と実態把握の意味につい

て、また避難の選択や避

難者支援だけの問題ではなく、原発事故そ

のもののリスク・被害から考える必要がある

のではといったご意見など、一つひとつが貴

重なお話でした。

　短いひとときでしたが、お一人おひとりの

経験と、これからの願いと思いがお互いに語

オンライン交流会を開催しました。 19:30～21:00
オンライン

被災、避難の経験をされた方7名、岡
山、宮城、新潟、京都、山口と各地か

らご参加いただきました。「はじめまして！」

「おひさしぶり！」と声をかけあいながら自己

紹介からスタート。時折、画面の向こうにお

子さんの顔がのぞいたり、手しごとをしながら

ご参加されたり、めいめいの場所からめい

めいのスタイルで、語らいの時間となりました。

ごしており、ふるさとになりつつある、でも自

分にはそんなふうに感じていない、いつかは

戻りたい。また、避難先で家を建てた方から

は、まわりから今いる地域の人になるんだね

と言われ違和感を覚える、避難元と避難先

の両方を生きているようだ、いろいろな思い

が語られました。「戻りたいのは場所じゃな

い、あの時あの場所に帰りたい。帰りたいと

いうことはそういう意味だと思う」。

　もうひとつのテーマ、「避難者ってだれの

こと？」について、行政の定義や現状をまと　7名それぞれの震災の前とその後のもの
がたりが語られました。阪神淡路大震災、そ

して東日本大震災・原発事故で避難をされ

た方のお話。自分の中の葛藤や矛盾した気

持ちが揺れ動いた10年、同じように避難した
人たちも変化があったんじゃないか、そんな

話を聞きたいと参加された方。また津波の

被害で家が流されてしまった方もいらっしゃ

いました。津波被災地での被災の違いによ

る分断のこと、流された側とそうでなかった

側の空気感の違い。いろんな感情があるけ

れど、お互いのそれぞれを否定することはで

いない、そんなお話をされました。久しぶりの

交流会を喜ばれる方もいらっしゃいました。

　話題は「ふるさと」という言葉へ。子どもた

ちにとってはすでに避難先で長い時間を過

られました。次回は共有したことを振り返り

をしつつ、深めていけたらと考えています。久

しぶりに同じような経験の人たちと会いたい・

話したい、避難したことについてもやもやして

いる……そんな思いの中にいる方も、よかっ

たらご参加ください。お待ちてしています。

避難者のみなさんで、土曜の夜にオンライン
交流会をします！
現状の支援や制度についてはもちろん、一緒
に話し合ったり聞きあったり、安心して自由に
発言してください。前回参加しなかった方もぜ
ひ！
第2回めも前回に引き続き、「避難者ってだれ
のこと？」をテーマにお話しましょう。
避難を経験した当事者が感じる「避難者」の

示す言葉、「避難者じゃない、移住者という感
じ」「私は被害者がぴったりくる」「避難経験者
にいつのまにか変わった気がする」などなど、
「避難者」ということばについて、自由に話して
みませんか？
ファシリテーターははっとりいくよがつとめま
す。岡山県に避難されている方以外も、全国ど
こからもどうぞご参加ください。
＊要参加申込、避難・移住者を対象としたイベント

になります。支援者・一般の参加希望の方はオブ

ザーバー参加となります。ご了承ください。

 –

●参加申込み
2021年6月12日土曜日
19:30～21:00
料金 無料／定員10名程度
右のQRコードよりお申込みください。
申込み締切 6月11日（金）午後5時まで

●久しぶりに仕事以外の人と接することができて、ホッとする

時間でした。

●山口県でも細 と々交流会を続けてはいますが、コロナ禍で

今後どうしたものか試行錯誤の最中です。参加できてよかっ

たです、ありがとうございました。皆さんの話：東京から避難し

た男性が話しておられた原発事故で失ったふるさとへの思い、

ひとり親になった方、阪神大震災も経験した方、それぞれの率

直な思いをお聞き出来てよかったですし、参加した私たち一人

ひとり、それぞれにがんばって、いまここにいるなあとも思いまし

た。

●コロナ禍で『人との距離は2メートル以上』、『長話は避ける』

と、人とゆっくり話す機会がほとんど無くなっている中、今回の

交流会に参加できてとてもよかったです。日々の淡 と々した生

活の中でホッとした息抜きの時間になりました。ありがとうご

ざいました。

●はじめましての方のこれまで生きてこられたお話、尊敬しまし

た。すごいことです。知る事ができてよかったです。

●海辺に漂う木切れだったり、浮き草だったり…そんな寄る辺

のなさを感じながらも、実は、深

いところで、この日本社会が遭

難しないようにとどめてもいる

錨のような存在でもあるのか

もしれないなあと、ふと思いま

した。
ほっともも太くん

ありがとうございました！！

アンケートでいただいた言葉

6月 避難者オンライン交流会（仮）参加者募集中!

東日本大震災の避難者の定義
と現状を整理した図。把握でき
ていない現状もあるので、おお
よそを表している。避難先によっ
ても避難者把握がまちまちなの
で、複雑な問題を整理していく
ために作成。

毎月第2土曜の夜、避難者のみなさんと一緒にいろんなお話をしたり聞いたりしようと、
オンラインで集う企画「避難者オンライン交流会（仮）」を始めました。

交流会第一弾は、はじめましてのごあいさつと、
「避難者ってだれのこと？」をテーマに緩やかに設けて自由に話を聞きあいました。

その様子をレポートします。
（タイトルは参加のみなさんと決めていけたらいいなと考えており、ただいま大募集中。）

「避難者オンライン交流会（仮）」レポート

5/8（土）

特集1
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本物のメロンをとどけたい
「くまさんの森」のメロンは除草剤・化学肥

料不使用、「極み」減農薬で栽培していま

す。メロン独特のイガイガがない、甘さと芳醇

な香りとさっぱりとしたのどごし、安心・安全な

「本物のメロン」を味わってほしいのです。

「極み」減農薬栽培について
繊細なメロンの栽培には多くの農薬・除草

剤が必要だとされていますが、除草剤は使

わずに、農薬はできる限り減らす挑戦を続

け、通常の約8割以上減の「極み」減農薬
でのメロン栽培を成功させています。

除草剤・化学肥料不使用
ハウスの中はもちろん、周囲にも除草剤を使

わず手で除草。虫が発生したらマスキング

テープで一匹ずつ貼り付け捕獲します。化

学肥料も使用せず、無農薬・無肥料で栽培

された稲わらやモミ殻、落ち葉に米ぬか、油

かすを加え発酵させたものをすき込みます。

完全無農薬栽培のこと
果物の中でもとても甘いメロンは、農薬なし

で育てるのが非常に難しい。しかし「くまさ

んの森」はあきらめません。農薬を一切使

わずに育てた完全無農薬メロンも作ってい

ます。年間の出荷個数は限られますが、安

心・安全を第一に、子どもたちの未来のため

に、完全無農薬メロンを作り続けます。

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。
（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（2021.3.16）
『避難者の現在地 岡山からみ
た震災10年』6 インタビュー 
くまさんの森 髙木俊治

髙木俊治さん…「くまさんの森」でメロン農業を営む、通称「くまさ
ん」。2011年3月11日、福島県猪苗代町で震災に遭遇。原発事後
による放射能への不安から、気候が穏やかで原発から離れてい
る岡山県を選び、2014年岡山へ転居、その後移住。

ゆうかメロン
黄金色で芳醇な
香りの全国的に
希少な品種。透
明感のある果肉
は瑞 し々く滑らか
な味わいです。

 –
 くまさんの森
 ［倉敷農園］岡山県倉敷市矢部2243
 Tel : 080-3547-5215
 https://kumamori.net/
  「くまさんの森」

拡大レンズメガネ
をかけてマスキン
グテープで「貼り
付け捕獲」。同じ
姿勢で長時間の
作業は大変です。

収穫予定のメロンや野菜
ご注文は「くまさんの森」までお願いします。発送対応可（送料・箱代別途必要）。

●「極み」減農薬・ゆうかメロン／
6月～7月中旬
果皮が黄金色で芳醇な香りのえぐみの少
ない希少メロンです。
●「極み」減農薬・青肉メロン（あをによし・
翠生）／6月～7月中旬
甘味が強くえぐみが少ない。これぞTHEメ
ロン！という味わい。
●農薬不使用（無農薬）・ゆうかメロン／
6月中旬～6月末

厳選した無農薬栽培の肥料から、メロン本
来の力のみで生み出される至極の味です。
●農薬不使用（無農薬）・生食トウモロコシ／
6月～7月上旬、10月下旬～12月上旬
メロンよりも甘く感じ、生で食べるとフルー
ツの味わい。ゆでるとさらにコクが！
●ジャガイモ／6月中
●枝豆／7月下
●葉ネギ／8月中
●サツマイモ／10月中

原子力発電所の事故がなければ、
農薬や除草剤、放射能を
 メロンに取り込まない、
 またはできる限り取り込まない、
 という考えの栽培方法は
無かったと思います。

いまここにいる私たち 1特集2

くまさんの森
 農園主＝髙木俊治さん
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伝言板

伝言板では、「ゆずります」「さがしています」はもちろん、「おすすめします」など、読者の方からの投稿を掲載します。
投稿されたい方、レスポンスしたい方は、ほっと岡山までお気軽にご連絡ください。

Mail: hotokayama@gmail.com／TEL: 0120-566-311

ゆずります、さがしています、つのります

3.
洋タンス（チェスト）
 W91×H136×D44

2. 和タンス W104×H194×D57 
1. 食器棚 W151×H187×D42

4. 乾燥機 
W55×H85×D75 6. テレビ（東芝製） 

W80×H61×D3（32or36インチほど）

5. 精米機（小）
 W33×H72×D49

7. 精米機（大） W60×H90×D70

9. 電気ストーブ
W30×H30×D10

10. 自転車 大人用、前後かご有

物品のご紹介（サイズはおおよそのものです）
［サイズ］W：横幅×H：高さ×D：奥行（単位：cm）

8. 冷蔵庫 2ドア

（冷蔵・冷凍・2015年製）

第一原発コンテナ

4000基中身不明 

2017年、データ化せず放

置 東電、ずさんな管理露

呈（福島民報2021.04.07）

　東京電力福島第一原

発でコンテナ約四千基の

内容物が不明となってい

る問題で、二〇一七（平成

二十九）年十二月に構内の

コンテナの所在や内容物

に関するデータをシステ

ム管理する際、この約

四千基の中身を正確に把

握しないまま放置してい

たことが六日、東電への

取材で分かった。原子力

規制庁は事態を重く受け

止め、早急な対策を求め

ている。東電は近く本格

的な調査に乗り出す方針

だが、ずさんな管理体制

が浮き彫りとなった。

豚の骨で放射性物

質回収の新技術

を開発 廃炉作業に活用

も期待（NHK NEWS WEB 2021. 

04.18）

　福島第一原子力発電

所の事故で出た放射性

物質のストロンチウムを

豚の骨を使って回収する

技術を日本原子力研究開

発機構が開発しました。

捨てられる豚骨を利用し

コストも抑えられることか

ら将来的に廃炉作業で

の活用が期待されます。

　東京電力・福島第一原

発では、溶け落ちた核燃

料を冷却したあとに出る

汚染水に多くの放射性物

質が含まれ、専用の施設

で取り除く処理が継続

的に行われているほか、

地下の土壌などの一部

に放射性物質が残って

いるとみられています。

　原子力機構ではこうし

た放射性物質を効率的

に回収する技術開発を

進めていて、このほど豚

の骨でストロンチウムと

呼ばれる放射性物質を

回収する技術を開発した

と発表しました。

原発近くの町では

2％未満…福島の

農業再開に地域格差、

帰還進まず担い手不足

（東京新聞2021.04.22）

　福島第一原発事故か

ら10年。福島県の被災地

の農業再開は地域によっ

て大きな開きがある。広

野町での営農再開率が

80％を超える一方、原発

に近く帰還困難区域が

残る浪江町や富岡町で

は2％に満たない。県農

業振興課の本馬昌直さ

んは「まず住環境を整備

して人が住めるようにな

らないと、農業に従事す

る人も増えない」と指摘

する。

　同課によると、原発事

故後に避難指示が出た

県内12市町村では計1万

7000ヘクタールで営農休

止となった。2020年3月末

時点の12市町村全体の

再開率は32.2％にとどま

る。

　被災地は稲作が中心

だったが、タマネギのほ

か、ブロッコリー、サツマ

イモ、観賞用の花のトル

コギキョウなどに挑戦す

るケースが増えている。

いずれも国の復興予算

が支えで、県は農地集約

で大規模農業をしやすく

するなど環境を整えてい

る。

「壊すしかない。で

も、本音は」 避

難者、迫られる決断（朝日

新聞2021.04.28）

　自宅の解体を巡り、東

京電力福島第一原発事

故で避難を続ける住民が

国から判断を迫られてい

る。いま申請すれば解体

は国費負担だが、この機

を逃せばどうなるか分か

らない。地域全体の除染

や避難指示の解除方針

が示されない中、住民の

苦悩は深まっている。

　福島県浪江町から福

島市に避難中の主婦、石

井ひろみさん（71）の自宅

は同町津島地区にあり、

現在は全域が帰還困難

区域に指定される。しか

し、自宅など一部地区は

国が除染を進める特定

復興再生拠点区域とな

り、早ければ避難から13

年目の2023年3月に避難

指示が解除され、戻るこ

とも可能になる。

　浪江町の特定復興再

生拠点（661ヘクタール）内に

住民登録があるのは、帰

還困難区域全体の3割の

874人（3月末）。このうち地

区に戻る意思があるのは

2割弱で、町が掲げる1500

人の居住目標は高いハー

ドルだ。石井さんは「私が

戻りたいのは津島の土地

だけではなく、津島にあっ

た、豊かな地域コミュニ

ティー」。決断はまだ下せ

ないでいる。

ニュース
ダイジェスト

2021年4月7日～4月28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。

物品（家具や家電）さしあげます
避難者の方が、物品（家具や家電）をゆずってくだ

さいます。汚損・破損はありません。

ご希望の方は、直接連絡を取っていただき、ご自
宅に取りに行っていただきます。

●物品申込み ご希望の物品番号、お名前、ご連絡先をほっと
岡山事務局までご

連絡ください。
●申込み期限 7月末まで
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こころのオアシス

新年度も始まり、慣れない人間関係や環境の変化があった人などは緊張や不安が強くな

る時期かと思います。新しい環境に飛び込んでいった人はもちろん、慣れた環境にも、新

しい人との付き合いができたり・・・そこにいる人が少し変わるだけでも、気を遣ったりする機会も

増えるかもしれません。

　人は緊張やストレスを感じる状態では呼吸が浅くなると言われています。浅い呼吸は体の不

調を引き起こし、深いゆっくりとした呼吸は、緊張を和らげ、気持ちをリラックスさせ、ストレスを

減らしてくれます。また、血圧、脈拍数、汗も減り、消化も助けるという健康にも良い影響があると

言われています。

　寝つきが悪い、朝起きたときに疲れが取れていないときは、眠りが浅くなっている可能性があ

ります。体の凝りがほぐれてくると呼吸に関係する筋肉もゆるみ、呼吸が深くなり、リラックスした

時に働く副交感神経が優位になるので、体の余計な力が抜けて、眠る準備に入りやすくなります。

　みぞおちの力をうまく抜けるようになると、横隔膜の動きが良くなって、自然と呼吸が深くなる

ので、寝る前に、このようなストレッチをして深い呼吸を意識してみてください。

野﨑詩織（臨床心理士・公認心理師）

深い呼吸のススメ

No.8

1. みぞおちをゆるめる
ストレッチ
正座で膝をやや開き、みぞおちに
両手の指先を軽く当て、口から
ふぅ～と息を吐きながら上体を倒
す。5回くり
かえす

2. 背中＆リンパストレッチ
ひざは肩幅ぐらいに開き、片腕を
前に伸ばす。脇の下を床に近づけ
るように気持ちよく伸ばす。左右
30秒ずつ

5. 太もも裏側のストレッチ
足にタオルをかけて、両手で引っ
張りながら太もも裏をしっかり伸
ばす。腰が曲がらないように注意。
自然呼吸で、片脚30秒ずつ

3. そけい部リンパストレッチ
後ろに伸ばした脚の付け根の前
側（そけい部）を伸ばすように体を
前後に揺らす。
上体をまっすぐ
起こす。片脚30
秒ずつ

4. 腰＆脇腹ストレッチ
ひざ立になり、両腕を頭の上で組
む。ひざが持ち上がらないように
踏ん張りなが
ら、上体をゆっ
くり横へ倒し、
息を吐き切る。
左右に10秒ず
つを目安に

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。

出典：日経プラスワン

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。

4月のくるくるお茶会は、お久しぶりに来られ
た方がおられて、お元気な顔を見られてよ

かったです。コロナでなかなかお会いできま

せんが、またお茶飲みに来てくださいね。

4月のねっこぼっこでは水彩絵の具
が混ざり合う感覚を楽しみました。

水色・ピンク・黄色の三色の水彩絵の

具をつけた筆で画用紙の上を追いか

けっこしたり、落としこんだりしながら

色が重なり何色にも増えていく。

賑やかになったり、幻想的になったり

と出来あがった作品はみんな違って

いて、それぞれとても素敵でした。

心と身体のリラックスやリフレッシュを促すためのアロマ

トリートメントの時間です。

自然の香り成分が自身に寄り添い味方してくれます。

●受けられた方のご感想

ふだん座って仕事をしている私は、両足の後ろ側が、ガ

チガチに硬くなっていました。大谷先生がやさしく言葉

をかけて下さって、会話をしながらの足へのやさしいタッ

チのマッサージがとても気持ちが良く、まるで天国のよ

うな…。終わってビックリ！ 硬かった足の感覚がふわふ

わになりました！ ハンドマッサージもしていただきまし

た。ありがとうございました！（Mさん）

4/22（木）

4/21（水）

5/7（金）

あーとのじかん

黄色や水色、ピンク。重なり広がって、楽しい色合いになりました。

ほっと岡山の相談室（個室）が癒し
の空間に大変身。

大谷先生の
アロマテラピー＆
 リラクゼーション
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毎週水曜
6/2、9、16、23、30

 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1金曜
6/4（金）

大谷先生のアロマテラピー
 ＆リラクゼーション

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。

●時間 10：00～16：00（癒し時間 約30分間）

●場所 ほっと岡山事務所相談スペース（個室）

●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 電話またはメールにて、氏名・

連絡先・希望日時・癒し箇所をご連絡くださ

い。（締切：6月3日午後5時）

6/12（土）

 2021年度支援情報
 せつめい会

2021年度、ほっと岡山が取り組む各種支援
のご案内と、避難元・避難先の自治体の支

援情報をお伝えする機会を、「オンライン」

でつないで開催します！せつめい会の後は、

交流会も行います。みなさまのご参加をお

待ちしております！

●参加申込み 「メール・電話」または「フォー

ム」にてお申込みください。

●メール・電話

①参加者氏名、②連絡先（メール・電話番号・

住所）、③参加方法（来場orZOOM参加）、④

託児（お子さまの年齢・性別・学年・アレルギー）

の有無をお知らせください。

●フォーム 右のQRコードよりお

申込みください。

（締切：6月2日午後5時）

毎月第2土曜夜
6/12（土）19:30～21:00

  避難者オンライン交流会（仮）
毎月第2土曜日の夜19:30～21:00、オンライン
（ZOOM）交流会を行っています。週末の夜

にみなさんでお話しませんか。

＊避難・移住者の方を対象としています。支援

者・一般の方は事務局へご相談ください。

●フォーム 右のQRコードよりお

申し込みください。

（締切：6月11日午後5時）

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～ZOOM入室可）

●申込み締切 6月7日（月）16時

毎月最終木曜日［ミニ交流会］
6/24（木）

 くるくるお茶会
6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。オンライン

（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。アロマハンドケアは、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ケアマッ

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］
7/21（水）

 ねっこぼっこ
「かわいい・おしゃれ・個性的なポチ袋を作ろ

う」ちょっとした時に小さなかわいい紙の袋

があれば気持ちもウキウキするかもしれませ

ん。誰かに「ほんのきもち」をお伝えするとき、

自分の小物を小分けするとき、さまざまな

シーンで使えるポチ袋を作ろうと思います。

おしゃべりしながら楽しい時間をご一緒しま

しょう。

●ご自身で準備いただくもの ハサミ、鉛筆、

定規（10センチ程度）

●時間 10:00～12:00（9:45～ZOOM入室可）

●申込み締切 7月9日（金）16時

イベントのお知らせ
6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

イベントカレンダー［2021年6月］
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日 月 火 水 木 金 土

5.30 31 6.1 2 3 4 5

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

●大谷先生の
　アロマテラピー

●ひみつきち

6 7 8 9 10 11 12

●PM相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

●相談員：はっとり ●AM相談員：はっとり
●支援情報せつめい会
●オンライン交流会（仮）

13 14 15 16 17 18 19

●相談員：宮岡（義） ●AM相談員：
　臨床心理士

●相談員：はっとり ●ねっこぼっこ
●ひみつきち

●ひみつきち

20 21 22 23 24 25 26

●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

27 28 29 30 7.1 2 3

●相談員：宮岡（義）●AM相談員：はっとり ●大谷先生の
　アロマテラピー

●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！

●GW前に、paypayから郵便物が届
きました。開けてみると、「25％戻ってく
る」の、のぼりチラシが入っていた。5月
1日から7月31日まで、キャンペーン。の
ぼりを立てて、チラシもセットして待っ
ています。GW中に4人家族で各自払
いで早速ご利用がありました。それと、
GWには夏野菜の苗を植えるつもりで
したが朝の気温が低いのと苗を購入
に行くと人が多く1件目はやめて次の
店にそこは苗が小さくて買わずに帰っ
てきました。早めに買っていた苗だけ
植え付けしています。（宮岡義人）
●私の主観ですが。うちの夫は、セン
スがいい。なんのセンスかというと、贈

り物。私はイマイチで、お店までは決め
るものの。最後、どれにするかを義人さ
んに任せちゃう。母の日のプレゼント
も手土産も、任せるとなんとなくセンス
よく決まるのです。私が選ぶより、おお
むね好評。（宮岡篤子）
●天然のラベンダーの精油は「ふわ
～っと気持ちが和らぐ」とよく言われ
ます。ラベンダーの香料は古代ギリ
シャ・ローマの時代から入浴や洗濯に
使用されたり、防腐剤として用いられる
など古代からいまに至るまで世界的に
好まれ利用されています。また、油絵の
具の希釈剤としてや、木製品のワック
スに混ぜて使用されるなどラベンダー

は万能選手です。ほっと岡山でのアロ
マトリートメントのオイルにも希釈し使
用することが多く、お肌や心や体に働
きかけてくれる作用を期待し、ゆったり
リラックスとリフレッシュにつながれば
いいなと思っています。（おおたに）
●コロナと聞くとうんざりな気持ちに
なります。いっそのこと知らんぷりした
いところですがそうもいかないし、もや
もやの連続。春夏秋冬の巡りを感じる
ことが心のつっかい棒になっているよ
うな。出勤時、新緑に覆われた河原に
餌をついばむ白鷺を見つけて、光のコ
ントラストにほれぼれしたりしています。
（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！

◎新型コロナウイルスに関するイベント開催についてお知らせ…新型コロナウイルス感染拡大による政府・行政の判断により、
イベントをオンライン開催へ変更する場合がございます。変更の場合、既にご予約の方には、ほっと岡山事務局よりご連絡します。
参加をご検討の方は、事務局へお問合せいただくかホームページでご確認ください。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

ステキなものをいただきました。ラベンダー
と梅ジャムのおすそわけ。緊急事態宣言中
の事務所で、かわいいラベンダーとその香り
がほんのり心癒されます。
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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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〒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
–
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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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