
「あーとのじかんねっこ
ぼっこ」で参加者のみ
なさんと北欧の伝統的
な装飾品「ヒンメリ」を
作りました。麦わらの代
わりに紙のストローを使
いましたがとても素敵な
作品が次 と々完成しま
した。
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令和3年度福島県県外避難者帰還・
生活再建支援補助金
「ほっとおたよりNEWS」は、東日本大震災に
より岡山県へ避難されている方にむけて無料
配布しています
–
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［今月の内容］
災害に備えるには
311避難者支援カードのご登録
ほっと岡山レポート
ニュースダイダダ ジェジジ スト
岡山の神社お寺巡り
ほっとTIMES
ほっと岡山からのお知らせ
イベントのお知らせ
イベントカレンダー
スタッフより

こ
み
的
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オンラインでの実施は会場での開催と

違い、場の雰囲気や発言のタイミング

などが分かりにくい部分もありましたが、「ど

こからでも参加ができるので移動時間がな

いので楽だった」などメリットを感じる参加

者からのご感想もありました。

　まず支援情報の説明の前にプチ意見交

換会として、参加者の近況や東日本大震災

発生から10年を節目として昨年度ほっと岡
山が避難者の声をお聞きして発行した「つ

むぐ　3.11避難者の声」や避難元の郷土
の味などをまとめた「わたしとソウルフード」

のご感想をお聞きし、堅苦しくない雰囲気で

スタートしました。

　支援情報説明では復興庁、福島県、岡山

県、ふくしま連携復興センターの順にそれぞ

れ今年度の支援内容について、ご説明をい

ただきました。

　そして、ほっと岡山からは、今回はメンバー

以外にも支援活動にご協力いただいている

方13名をビデオメッセージでご紹介しまし
た。ほっと岡山では様 な々形でいろいろな方

の支えにより、避難者の方々のお悩みや孤

立化などの解消に向けて取り組んでいます。

　また、今年度の事業としては、相談支援、

交流会開催、支援情報発信、啓発活動、調

査・研究・政策提言、ネットワーク構築、レジ

リエンス支援等について、ご説明いたしまし

た。今年度もコロナ禍での実施のため、オン

ラインや少人数での実施などに変更するこ

とがあるかもしれませんが、ぜひ、皆様にもご

活用・ご参加いただければと思っています。

　最後に4つのグループに分かれて交流会
を行いました。コロナ禍で避難者、行政等

支援機関と直接会って話をする機会がグッ

と減った中で、お互いの生の声を（オンライン

ですが…）言ったり、聞いたりすることができ

て、非常に有意義な時間となり、支援情報せ

つめい会を閉会しました。

　5月末現在で岡山県の避難者数は928名
で、愛知県から西で一番多くなっています

が、東日本大震災・東京電力第一原発事故

から時間が経過し、さらにコロナ禍という状

況により、帰還や生活再建等が思うように進

みにくい部分が出てきているのではないかと

思います。ほっと岡山では、新型コロナウイル

ス感染防止対策をしっかり実践しながら、

今年度も皆様のお力に少しでもなれるよう

事業を進めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

　ほっと岡山では、ホームページや「ほっと

おたよりニュース」、メールマガジンで、イベ

ント・支援情報等を発信しています。特に

メールマガジンでは最新の情報をお届けし

ておりますので、まだ、お受け取りいただいて

いないようでしたら、この機会にご登録をして

みませんか。

オンラインでの支援情報せつめい
会の様子。ZOOM画面より（上から
岡山県危機管理課 家元さん・宮崎さん、
福島県避難者支援課 二階堂さん）

●

参加者のアンケートより

レジリエンス支援について、もう少し具
体的にアピールしてほしかった。「アロ
マケア」「ひみつきち」「ねっこぼっこ」
が、外から見ると何をやっているのかよ
くわからないのがとても惜しい。
●十分にお伝えできず失礼しました。
「アロマケア」は今年度から月にもう一回
増やすことになりました。また、「ひみつき
ち」ではオンライン勉強会がスタートしま
す。「ねっこぼっこ」はアートを通じてリ
ラックスできるひとときを皆さんとご一緒
しています。

「つむぐ」と「わたしとソウルフード」を移
住相談会や交流会で配布したいです。
●ご提案ありがとうございます。手にとっ
ていただく方が増えたら私たちも嬉しい
です。こちらより発送いたします、ご連絡
ください！ 

どうしたらもっと参加者が増えるんだろ
うと毎回思っています。何か参加するメ
リットがデメリットを上回ったらいいん
ですよね…。
●いつもご参加ありがとうございます。参
加するメリットについて、一緒に考えられ
たら私たちも心強いです。ぜひアイデアな
どをお聞かせください！

子ども同士の交流会オンラインなども、
ユースプロジェクト的にやってみてほし
いです。不登校の意見の会オンライン
とか。
●「ひみつきち」でオンライン交流会・学
習支援が7月から始まりました。よかった
ら覗いてみない？とお子さんにお声がけ
ください。

参加出来ない人からも前もって質問を
受けておくのもありかもしれません。

●ご意見ありがとうございます！ぜひ取り
入れたいと思います。

会場開催であれば託児付きだと助かり
ます。
●ご来場での開催時はこれからも託児
スタッフを準備し、大人も安心してご参
加いただけるようにしたいと思います。

倉敷市、岡山市、笠岡市のみ支援情報
があったが他の市町村はないのでしょう
か？ 食糧支援の詳細を知りたいです。
●資料のご提供をいただいたのは今年
度も3市でしたが、他にも支援継続をして
いる市町村があるかと思います。詳細に
つきましてまた食糧支援についてもほっ
と岡山へお問い合わせください。

そのうち東日本大震災のことも原発事
故のことも忘れさられていくのだろうと
思うと悲しい。コロナがおさまったら是
非、日帰りで良いので交流会（イベント付）
を企画して下さい。協力しますので!!
●心強いお言葉ありがとうございます！
再会交流会＋いもに会の準備が始まり
ます。よろしければぜひ、一緒に準備しま
せんか？

市報郵送が終了になってしまいました
が、引きつづき送ってもらえたら有難い
です。復興の移り変わりが写真や人々
の話が載っているので、大切な情報源
であるからです。
●避難元市町村と国へ問い合わせて意
見を伝えました。市報のプリントアウト
等、ほっと岡山でご協力できることがあ
ればおっしゃってください。

今回初めて知ることばかりでした。どん
な支援があるのか、自分はそれをうけら

れるのか、そう思っている人は他にもた
くさんいるでしょうから、マッチングでき
るように、気軽に参加できる会が近く
であったらうれしいです。岡山市内から
遠い人には良いな～と思いました。
●ご意見ありがとうございます。毎月最
終木曜日にほっと岡山で開催している
「くるくるお茶会」を出張して、お住まい
の地域へ出向く交流会を検討していま
す。ぜひご連絡ください！

–
質問　全国避難者情報システムに登
録しているかどうかについて。
●登録しているかわからない方、していな
い方もいらっしゃいました。登録について
ご不明な点がありましたら、いつでもほっ
と岡山へお問い合わせください。
–
ご意見
  ［避難元自治体へ］
 ●今まで送付していただいた広報紙を引
き続き送付して下さい。
 ●東日本大震災避難者への支援メニュー
はありますが、実際に利用しようとする
と避難してから何年も経っているので…
とたらいまわしに合うことが多いので、そ
れであれば最初から支援メニューに細か
く記載してほしいなと思いました。
 ［国・政府へ］
 ●これ以上、片付けられないゴミの出る
発電をやめて下さい。
 ●原発関連のニュースを見るたび失望し
ています。
 ●日本は自然災害の多い国です。原発
に頼らない国を作って下さい。原発事
故による被害は、私達で最後にしてほし
いです。
 ●避難者支援を続け、震災・事故を風化
させないでほしい。

支援情報せつめい会を開催しました。
6月12日に今年度の支援情報せつめい会を開催しました。

今年度は岡山県内では新型コロナウイルスの緊急事態宣言延長期間中でしたので、
オンラインによる実施となりました。

当日は避難者の方が10名、行政等の各ご担当者の方に参加いただき、
関係者を含めて21名が参加しました。

支援情報せつめい会へ参加した皆さんから
アンケートのご回答をいただきました。ご協力ありがとうございます。

いただいたご感想やご提案へ、ほっと岡山からお返事をするかたちでこちらへご紹介します。

6/12（土）

［特集レポート］

ビデオメッセージは
 YouTubeから
ご覧いただけます。

メールマガジンの
ご登録はこちら

 [No. 26] 2021. 8 [No. 26] 2021. 8 2 3



7月初旬にも西～東日本日本海側を中心に、非常に激しい雨が降り、
山陰では記録的な大雨となり水害が発生しました。
岡山県にも、避難指示・高齢者等避難が発令された地域もありました。
災害はいつ発生するかわかりません。
今後の台風時期に向け、日頃からご家庭で備えておきましょう！
〈災害への備え〉について、JVOAD（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク）の

HPにさまざまな備えの情報がまとめられています。一部ご紹介します。ぜひ、ご活用ください。

どうぞ今一度、
災害への備えをご確認ください。

災害に
備える

おかやま防災ポータル（岡山県内の避難情報・避難所情報

が確認できます）岡山県内の最新情報はこちらからも確認

できます。

おかやま防災ポー
タルのHPはこちら

 JVOADのHPは
こちら
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6月のくるくるお茶会は、緊急事態宣言もお
わり、みなさんとお会いできてよかったです。

最近、よく来てくださる方が午後に来られる

方が多いので、午前中ちょっとひま。11時に
来られるとのんびりハンドケア受けられます

よ～。

6月のねっこぼっこはオリジナルデザイン瓶
を作りました。

デコペンで模様や絵を描いたり、キラキラ

シールを貼ったり、コドモゴコロを思い出しな

がら楽しい時間になりました。材料は同じな

のに、みんな個性を発揮して、それぞれとても

素敵な作品が出来ました。

6/24（木）

6/16（水）
あーとのじかん

●参加申し込み 要参加申し込み
メール：hotokayama@gmail.com
電話：0120-566-311
●対象 避難者の方（無料）
＊新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑
み、オンラインのみの開催／定員5名限定など、
状況に応じて開催します。お気軽にお問い合わ
せください。

ほっとひと息のひとときをご一緒しませんか？ 相談員の宮岡篤子が担当します。
ほっと岡山交流スペースでお待ちしております！

●アロマハンドケアのコーナーもあります。
よい香りに包まれてリラックスのひとときを
どうぞ。
●開催日
（毎月最終木曜日午前11時～午後3時）
2021年　7/29、8/26、9/30、10/28、11/25、
　　　　12/23
2022年　1/27、2/24、3/31

くるくるお茶会 今年の予定

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2018年より、東日本大震災をきっかけ
に岡山に避難・移住された方を対象として、「311避難者
支援カード」を作成してまいりました。現在、約65世帯
１５６名の方が登録されています。

　「311避難者支援カード」作成の経緯は、震災後時間
がたつにつれ、避難元自治体からの支援情報が少なく

なったり、転居等で全国避難者情報システム（総務省）

の登録内容と現状が一致しなくなるなど、安定的に情報

が届かなくなったとお声が寄せられました。有益と思われ

るさまざまな情報が、引き続き提供できるよう、ほっと岡山

独自の「311避難者支援カード」を作成する運びとなりま
した。

　「311避難者支援カード」にご登録いただくと、ほっと岡

山から最新の支援情報やご寄付品等があった際のご

案内の他、災害時の安否確認に活用いたします。豪雨

災害では、カードにご登録のみなさまの安否確認を可能

な範囲で行った際、今後の災害にむけて継続してほしい

とのご希望もありました。

　皆さまお一人おひとりが、安心して暮らしていけるよう、

引き続き支援を継続してまいります。ご理解のほど、よろし

くお願いいたします。

　ご登録をご希望の方やご質問は、ほっと岡山事務局ま

でお気軽にお問合せください。

［フリーダイヤル］0120-566 -311

［メールアドレス］hotokayama@gmail.com

どうぞ今一度、災害への備えをご確認ください。災害に
備える

参加者のご感想
今日も、楽しい時間になりました！

ありがとうございました。

キラキラしたシールやカラフルな色のペン

自分のことは、極力節約しているので、

毎回本当に気持ちがHAPPYになれる時間でした♪
かんたんに絵もかけるように配慮して下さり、とても楽しくできました！

瓶にはったり、ペイントし
たり。窓辺に飾るときれ
いです。

参加者の方の
作品

参加者の方の
作品

311避難者支援カード登録のご案内

「311避難者支援カード」にご登録いただくと、

●最新の情報が届きます
●寄付品等があった際、ご案内いたします
●災害時、安否確認をいたします
●希望している方にむけて、訪問相談や
　同行支援をいたします

ほっほっと岡山と岡山避難元自治体や避難元自治体や
岡山県岡山県

311避難者支援カード311避難者支援カード
ほっと岡山に登録

全国避難者情全国避難者情報報システムシステム
お住まいの市町村に登録

●と●に登録●のみ登録

＊避難元自治体によります
＊全国避難者情報システム
の登録が外れている場合
もあります

＊「ほっとおたよりNEWS」を
希望する場合は送付します

●のみ登録

お
た
よ
り
便
の
発
送

寄
付
品
の
ご
案
内

訪
問
相
談
・
同
行
支
援

最
新
の
情
報
・
安
否
確
認
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　福島第一原子力発電所事故以来、地震

がくるたびに、原発周辺の環境放射線を計

測するモニタリングポストの値に変化がない

か確認する癖がつきました。その都度「何事

もありませんように」と、心がざわつきます。岡

山から近い原発のひとつ、愛媛県の伊方原

発。地図を見ると、リア

ス式海岸が入り組ん

だ半島の独特な地形

に、「もしも原子力災害

が起こったらその地域

に住む人たちはどう避

難できるのだろう」と

人ごとに思えずずっと

　ほっと岡山のすぐご近所にある岡山大学

病院。こちらの医学科生が授業の一環で、

災害保健についてインタビュー訪問でいらっ

しゃいました。

　質問は多岐にわたり、皆さんの積極的な

姿勢に背筋がぴんと伸びました。「避難者

支援はどうだったか」「岡山現象、他県とはど

う違っていた？」など、この10年を振り返りな

気がかりに感じていました。７月初旬に訪れ

る機会があり、実際の避難経路を辿るよう

に佐多岬半島や近隣の地域を訪れました。

　伊方原発の姿は、心にまがまがしく映る

建物でもありながら、美しい瀬戸内海の空と

海と緑の色とのコントラストに、どう受け止め

たらいいのか戸惑いました。ゲート前には、

毎月11日に廃炉を訴える方たちが瀬戸内海
を囲んだ各地から、「ひとごとではないから」

と集まり、原発にまつわるさまざまな問題を

提起されていました。

　原子力災害への対策は、地域防災計画と

して自治体が策定することになっています。

既に立地する原発の構造的な問題は多々

がら回答しました。「事故当時、医療者に対

してどのような印象を持たれましたか？医療

者の言動で、良かったこと、悪かったこと

は？」との問いには、身近にいた医療者との

あいだで放射線被ばくのリスクをどのように

捉えたらよいのか、戸惑いやコミュニケー

ションの難しさなどがあったことを、避難を経

験したものとして、いち当事者の視点からお

伝えしました。

　最後に、未来のドクターの皆さんへのメッ

セージとして伝えたいことは？の問いに、どう

ぞ目の前の患者さんが語る言葉にしっかり

耳を傾け聴

いてください

と願いをこ

めてお伝え

しました。

（はっとり）

ありますが、防災計画が住民を守るためのひ

とつの「約束」として十分であるか、それに満

たないのであれば「そこに原発がある」こと

から、今すぐにしっかり見直す必要があるの

では、と危機意識を持ってあらためて感じま

した。

　原発事故の避難の意味が、望まれぬ今

後の原子力災害にも大きく関わることの所以

だと思います。（はっとり）

ほっと岡山レポート

●参加申し込み 要参加申し込み
前日金曜日の夕方5時までにお申し込み
フォームよりお申し込みください。
メール：hotokayama@gmail.com
電話：0120-566-311でもお申し込みどうぞ。

第2土曜のオンライン交流会、3月までの予定です。
ぜひ、お気軽にご参加ください！

●対象 
全国各地の避難者の方
定員10名程度（無料）
＊避難者以外で参加希望の方はオブザーバー
参加となります。どうぞ事務局にご一報ください。

●開催日
（19:30スタート／21:00終了）
2021年 8/14、9/11、10/9、11/13、12/11
2022年 1/8、2/12、3/12

オンライン交流会 今年の予定

こんにちは。暑くなってきましたね。7月といえば七夕！とい
うことで子どものひみつきちでも七夕祭りを行いました。

「はあって言うゲーム」をしたり、願い事を沢山書いたりと

有意義な時間でした。大阪から大学院生の倉田さんも

来て下さりいつもとは少し違う雰囲気でとても楽しかった

です。もう夏休みが始まります。子どものひみつきちも今ま

で通り開催するのでぜひ来てください！

7/7（水）

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。

6月のアロマテラピー＆リラクゼーションは緊急事態宣
言発令のため、中止となりましたが、7月は無事に開催さ
れました。

●受けられた方のご感想
 ・本当に気持ちよかったです。
 ・話を聞いてもらい、心も癒されました。
 ・またリピートしたいです。

7/2（金）

ほっと岡山の相談室（個室）が癒し
の空間に大変身。

短冊には思いおもいの願い事が。

大谷先生の
アロマテラピー＆
 リラクゼーション

ほっと交流スペース

子どもの居場所「ひみつきち」

7/11（日）
愛媛県伊方町

伊方原発へ行ってきました

7/12（月）
ほっと交流スペース

岡山大学医学科生インタビュー訪問

●開催日
（毎月第一金曜日 午前10時～午後16時）
2021年　8/6、9/3、10/1、11/5、12/3
●癒し時間 約30分間
●予約時間帯
①10時～ ②11時～ ③13時～ ④14時～ ⑤15時～

第1金曜のアロマテラピー＆リラクゼーション。夏の疲れにどうぞ。

●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

アロマテラピー＆リラクゼーションの予定

毎月11日に各地からゲート前に集まり、廃炉を訴える皆さん

ドクターの卵の皆さんと。

伊方原発近くに設置して
あるモニタリングポスト
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◎テキスト・写真＝三谷麻由紀

今月の紹介は、龍泉寺です。岡山県立自然公園に指定された自然がいっぱいの

広い境内は、神社仏閣に興味のない方でも自然を楽しめる見どころがいくつもあり

ますよ。一番のおすすめは龍王池。龍王山に降りそそいだ水を貯える龍王池は、

眺めるだけで清 し々い気持ちになるパワースポット。池の周りには 約2キロの自然
遊歩道があります。途中には復元された湿地帯も楽しめます。また境内にはモミジ

が千数百本あり紅葉の名所です。あちこちで季節の花も楽しめます。コバノミツバ

ツツジ、サギソウ、ウメ、椿など。本堂の手前右側にはかわいい十二支の石像が並

んでいて、小さなお子さんが喜びそう。珍しいところでは、一般の人も滝行体験がで

きる「龍王の滝」があります（事前に要連絡）。

夏休みど真ん中。さて、「夏休み」は英語で…、

a summer holiday?... vacation?
「学校や仕事を離れて過ごす休暇」という意味では

イギリス英語では a holiday
アメリカ英語では a vacation
が使われます。

日本で習うのはアメリカ英語なので a summer vacation です
ね。ただし、国民の祝日、クリスマスなどの「祝日」には、米国で

も、英国でも共通してholidayが使われます。これは、holiday
が holy「神聖な」＋day「日」であるという語源に由来します。
（例）Marine Day is a public holiday in Japan. 「海の日は日本
の祝日です。」

三谷麻由紀 | Mitani Mayuki
その人を応援するオンリーワンの神様がおられる神社を調べる
「産土神社リサーチ」、岡山や全国各地の神社仏閣の紹介や案
内、神社仏閣のお参りで厄年・空亡の影響を和ら
げる対策などレクチャーしています。
ひかりの水路 http://lightchannel. livedoor.blog/

「昭和の日、憲法記念日、」「ゴールデンウィークの祝日の順番知ってる？」

「こどもの日。そしてその間が…、」 「ぼくの誕生日」「だから、覚えてるんだね。」
＊5月４日は、みどりの日“Greenery Day”です。

岡山市北区下足守900

最上本山 御瀧 龍泉寺
さいじょうほんざん おんたき りゅうせんじ

第
二
回

TIMES ◎テキスト・漫画＝西川景子

Vacation? Holiday?

アップヒル・オンライン英語教室
小学5・6年生～対象のオンライン英語教室。小学校高学年から楽しく・余裕をもって中学英文法を先取り学習
することで、英語を得意にしていきます。http://uphillenglishhouse.com/ email : info@uphillenglishhouse.com
［講師］西川景子 | Nishikawa Keiko 言語学修士・TESOL（英語教授法）・英検1級・特許翻訳者として12年目

Do you know the order of
the Golden Week holidays?

Showa Day,
  Constitution Day,

Childrenʼs Day,
and inbetween them is...

My Birthday♪

神社お寺巡り

7月号より新登場！ 避難・移住の方 に々、避難先である岡山県の情報や、
お子さまの教育や生活に役立つ情報を記事としてお寄せいただきます。

「岡山の神社お寺巡り」は、みなさまがお住まいの地域の神社やお寺など掲載されるかもしれません。お楽しみに。
「ほっとTIMES」では、英語教室をされている西川先生より、日常英語ワンポイントレッスンをご紹介。

日常使っている英単語の意味や、お子さまの勉強に役立つ情報も。お見逃しなく！

Do you know the order of
the Golden Week holidays?

Showa Day,
  Constitution Day,

Childrenʼs Day,
and inbetween them is...

My Birthday♪

Do you know the order of
the Golden Week holidays?

Showa Day,
  Constitution Day,

Childrenʼs Day,
and inbetween them is...

My Birthday♪

Do you know the order of
the Golden Week holidays?

Showa Day,
  Constitution Day,

Childrenʼs Day,
and inbetween them is...

My Birthday♪

国の責任否定 地裁判
決 東京電力に賠償

命令 新潟避難者訴訟
（2021.06.03 福島民報）

　東京電力福島第一原発
事故の影響で福島県から
新潟県に避難した住民ら
八百一人が、国と東電に慰
謝料など計約八十八億五
千五百万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、新潟
地裁（篠原礼裁判長）は二日、
国への請求を棄却した。東
電には原告六百三十六人
に計約一億八千三百七十
五万円を支払うよう命じ
た。原告側は控訴する方
針。
　裁判では津波対策を巡
る国と東電の責任の有無、
国の中間指針に基づく賠
償額の妥当性が主な争点
になった。
　篠原裁判長は判決理由
で、国の機関である地震調
査研究推進本部が二〇〇
二（平成十四）年に公表した
地震予測「長期評価」など
を基に、国は遅くとも同年
末には原発に高さ十メート
ル超の津波が来る可能性
を予見できたと認めた。
　ただ、長期評価の科学的
根拠は不十分なため「予見
可能性の程度は低いか一
定程度にとどまる」と判断。
東電に対策を命じなかった
国の対応は著しく合理性
を欠くとは言えないとし、国
の責任を否定した。

東 電 トリチウム分離技
術を公募 福島原発

の処理水問題で
（2021.06.20 読売新聞）

　基準以下に薄めて海に
放出する方針が決まった福
島第一原子力発電所のトリ
チウムなどを含む処理水
について、東京電力は、トリ
チウムを取り除く技術で実
用化できるものがないか
公募を行っています。

　福島第一原発の処理水
に含まれる放射性物質の
トリチウムは、性質上、水か
ら取り除くのが難しく、処
分方法の検討を行ってき
た専門家でつくる経済産
業省の小委員会も「実用
化レベルの分離技術は現
時点で確認されていない」
とし、最終的に政府は、海
水で基準を下回る濃度に
薄めたうえで海に放出す
る方針を、ことし４月決定し
ました。
　しかし、海洋放出には地
元などから風評被害を心
配する声が根強く、東京電
力は、トリチウムを取り除く
技術で実用化できるもの
がないか検討は続ける必
要があるとして、技術の公
募を始めました。
　東京電力は、将来的に目
指す分離技術として、トリチ
ウムの濃度を１０００分の１
以下にできることや、１日当
たり５０から５００立方メート
ルを処理できることなど
を求めています。
　公募で企業や研究機関
などから提案があった技
術は、第三者機関として選
ばれた民間の企業が評価
し、実用化の可能性が確
認できた場合には、東京

電力が実証試験などを
行って実用化を目指すとい
うことです。

避難で要介護リスク１・
6倍 福島県立医科

大学が65歳以上男性を調
査　福島県

（2021.06.23 福島民報）

　福島医大医学部（福島
県福島市）の研究グルー
プは、東京電力福島第一
原発事故に伴い南相馬市
から避難を余儀なくされ
た当時６５歳以上だった男
性が新たに要介護認定を
受けるリスクは、避難しな
かった同年齢の男性に比
べ１・６倍に上るとの調査結
果をまとめた。家族との離
散や地域住民との交流の
喪失が要介護リスクの上
昇につながった可能性が
あると分析。原発事故が
避難者の健康に悪影響を
及ぼしている実態が浮き
彫りとなった。
　福島医大が２３日、研究
論文を発表した。研究グ
ループはこの傾向が南相
馬市特有ではなく、他の避
難市町村にも該当すると
推測している。避難の有
無によって要介護リスクに
差が生じるとの結論を導

いた論文は過去に例がな
いとしている。
　研究では、東日本大震災
が発生した２０１１（平成２３）
年３月１１日時点と、その５年
後の２０１６年６月１日時点の
両方で南相馬市に住民登
録していた人のデータを
調査。震災当時６５歳以上
で要介護認定を受けてい
なかった男性５５５７人のう
ち、２０１６年１２月までに、３６
５人が要介護認定を受け
ていた。
　３６５人について避難の
有無以外で要介護リスクに
影響を与える可能性があ
る年齢や同居家族の有無
を考慮した上で詳しく解析
した。その結果、避難区域
（旧警戒区域、旧計画的避
難区域）内に住んでいたグ
ループの要介護リスクは、
避難区域外に住んでいた
グループの１・６１倍に上っ
た。

福島産水産物、安全検
査 を ラ ベ ル 表 示　

水産庁検討
（2021.06.24 日本経済新聞）

　水産庁は２０２２年にも福
島県産の水産物を対象に、
放射性物質の濃度など安
全性についての検査結果
を商品ラベルに記載する
検討に入る。福島県産の水
揚げ量は震災後に減少し
続けており、産業や担い手
の存続が今後危ぶまれる。
科学的な根拠を「見える
化」して消費拡大につなげ
る。水産物の消費拡大に向
け、水産庁と民間が参画す
る官民連携の推進機関を
年内にも設ける方針だ。

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。

ニュースダイジェスト

2021年6月3日～6月24日
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ほっと岡山からのお知らせ

いも煮立ちあげメンバーも
大募集！

我こそは、イモニスト！ 我こそはイモ
ニマイスター！の方々は、ぜひご登
録ください。イモニストとは言えな
いけれど、いも煮なら毎年家族で
やっているよという方、他にもアイ
ディアをいただけると
嬉しいです。フォーム
より、アドバイスくだ
さい。

講師は大谷みやこさん。ほっと岡山の交流スペースとオンラインで開催します。

交流スペースの開催においては、新型コロナウイルス感染の状況を踏まえ、感染予防と流行拡大防止の

ための対策を実施しております。

オンラインも開催するため、全国よりご参加いただけます。避難元のお友達と同じ時間を共有したい方、今ま

でと同じようにねっこぼっこに参加されたい方も、みなさまのご参加をお待ちしております。

申込み後に、材料を一括でお送りするため、毎月の予約が不要になります。詳しくは次の要綱をご覧ください。

昨年は、ふくしま県人会イベントとして旭川の河原で、参加者とスタッフと約40名もの方 と々いも

煮会を開催しました。いも煮も福島バージョンと山形バージョン2種類の味を食べ比べました！
今年は、3月に開催しました再開交流会と合わせ、１泊2日で開催します。京都の避難者の方を、
再開交流会で岡山にお招きする（オンラインの場合もあり）予定です。

さらに今年は、宿泊施設を借りて1泊2日でゆっくりと交流していただく予定です。こちらも開催の
詳細は、ホームページ、おたよりNEWS、メールマガジン等で配信予定です。今年も参加を検
討されている方は、どうぞお見逃しなく。

2021年10月より、あーとのじかん「ねっこぼっこ」が
6か月のコース（会費制）として開催します。

ふくしま県人会イベント
いも煮会＋再開交流会を開催します！

昨年のユースプロジェクト2020は、参加者14名スタッフ10名の総勢24名、
岡山県渋川青年の家で2泊3日一緒に過ごしました。参加した子ども達か
ら、「初めて会う人が多かったけど、夜カフェや藍染めで仲良くなれてよかっ

た。またユースプロジェクトがあったら参加したい」「焚き火が楽しくて、また

参加したい」などのお声をたくさんいただきました。

今年度も新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、自治体や行政の感染

拡大防止対策に従い開催します。

開催の詳細は、ホームページ、おたよりNEWS、メールマガジン等で配信
予定です。今年も参加を検討されている方は、どうぞお見逃しなく。

ユースプロジェクト2021
今年も開催します！

令和3年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業

令和3年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業

●料金 全6回（6か月）コース：3,000円
●申込み
フォームまたはメールにて
お申込みください。
 ・フォーム 右記QRコードより
・メール 必要事項（氏名・電話番号・郵便番
号・住所・メールアドレス・領収書の必要な方は
その旨）をメールにてお送りください。
締切 9月17日（金）
●支払い方法
次の口座へお振込みください。
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
●申込みから受講までの流れ
❶申込みの確認
事務局で申込みの状況を確認後、メールで
返信します。
❷料金振込
指定口座へお振込みください。
❸材料の発送
材料をお送りします。（全6回分）

内容物をご確認ください。

❹開催のご連絡
事務局より、開催日前日までにメールにて
ご案内します。（オンライン参加の方へは、
ZOOM URLのご案内）

❺当日
ご来所の方は、時間までに。オンラインの
方は、メールにご案内のURL等から、入室し
てください。
❻アンケート
ご参加の方にアンケートをご協力いただき
ます。

●開催予定 
2021年10月9日（土）～10日（日）
＊1泊2日、台風の場合は順延
●開催場所
岡山県美作市

●開催予定 11月27日（土）～28日（日）
●開催場所 岡山県岡山市北区建部町

赤磐市熊山地区の羊毛で
紡がれた毛糸でつくる
『コースター』

小枝と毛糸でつくる蜘蛛
の巣みたいな壁飾り

毛糸でつくる手のひらサ
イズのかわいい『くまさん』

ハロウィンの夜に
ぴったりのランタン

木製のかわいい『妖精』
たち。サンタを連れてき
てくれるかも

北欧の伝統的な装飾品
『ヒンメリ』

●コース日時・内容・材料

10月20日（水）
「ハロウィンランタンミニ」
フェルト／LEDライト／カップ／飾りシール

11月17日（水）
「ヒンメリ」
ストロー／たこ糸／ビーズ

12月15日（水）
「クリスマスの妖精人形」（木の人形）
木の枝／どんぐり／フェルト／綿

1月19日（水）
「クロスウィービング」（蜘蛛の巣編み）
木の枝／毛糸3種

2月16日（水）
「羊毛コースター」
ミニ織り機／羊毛の毛糸

3月16日（水）
「ボンボンくまさん」
ポンポンメーカー／毛糸2種類／目玉パーツ／
鼻パーツ／たこ糸

1月

2月

3月

10月

12月

11月

＊写真はイメージです。みなさんのアイ
デアによって同じ材料でも完成品は素
敵な変化をもたらすでしょう。

＊各材料の他にミニ手芸ハサミ、両面テープ、チャコペン、
ボンド、マット、定規など必要なものをセットでお送りします。
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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。

毎週水曜
8/4、18

 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。また、8/4と
18は、10:00～18:00まで開催します！夏休み
なので遊びに来てね。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
8/6（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：8月5日17時）

毎月第2土曜夜
8/14（土）19:30～21:00

  避難者オンライン交流会
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：8月13日17時）

毎月第3水曜 ［あーとのじかん］
8/18（水）

 ねっこぼっこ
「かわいいタイル貼りコースター」を作ります。

とっても簡単に作れます。参加者同士でお

しゃべりしながら楽しい時間をご一緒しま

しょう。材料はこちらでご用意します。ご自身

のためのお茶やお菓子のみご用意くださ

い。

●時間 10:00～12:00（9:45～ZOOM入室可）

●申込み締切 8月6日（金）16時

毎月最終木曜日［ミニ交流会］
8/26（木）

 くるくるお茶会
8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］
9/15（水）

 ねっこぼっこ
「かんたん・シュワシュワバスボムを作ろう」
重曹とクエン酸・お塩でつくります。お風呂
に入れるとシュワシュワっと溶けて、かんたん
プチ炭酸ブロになります。冬しか湯船に浸
からないという人もいらっしゃいますが、まだ
まだ暑い日も続き、疲れやすいシーズンで
す。自分で作ったバスボムを入れて、シュワっ
とリラックス&リフレッシュ出来ますように。
オリジナルデザインのバスボムを作ってみま
しょう。必要な材料はこちらでご用意して事
前にお送りします。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 スプーン（大き
さは自由）

●時間 10:00～12:00（9:45～ZOOM入室可）

●申込み締切 9月6日（月）16時

イベントのお知らせ
8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8月］
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日 月 火 水 木 金 土

8.1 2 3 4 5 6 7

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
　10:00-18:00

8 9 10 11 12 13 14

●PM相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

●相談員：はっとり ●ふるさと交流会
●オンライン交流会

15 16 17 18 19 20 21

●相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義・篤）
●くるくるお茶会・
　アロマ

●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
　10:00-18:00

22 23 24 25 26 27 28

●相談員：宮岡（義）

●PM相談員：はっとり

●相談員：はっとり

29 30 31 9.1 2 3

●相談員：はっとり

4

●相談員：はっとり ●ひみつきち

お盆休み（8/13～15）

スタッフより

おたよりNEWSへの記事や
ご感想をお寄せください。

●キューバサンド作ってみた！2014年
公開のアメリカ映画「シェフ 三ツ星フー
ドトラック始めました」を見ていたら、
キューバサンド食べたくなったので、作っ
てみることにした。まずは、ローストポー
クから。豚肉を解凍して漬け込み、とん
てき用ロースとバラ薄切りで、材料適
当だな。塩コショウをしてオレンジ
ジュースにつける。フライパンで焼き目
を付けてオーブンでじっくり焼く。ロー
ストポーク完成、ゆっくり冷まします。パ
ンとバターとハムとピクルス、ホットプレ
スはないのでフライパンで焼く押さえ
つけて両面焼く。（宮岡義人）
●雨が降っています。梅雨の終わりの
雨の日、これを書いています。というこ
とで、蒸し暑い！昨年、買ったエアコン、

涼しいです。でも、なんとか少しでも電
気代は安くしたい。ネットで調べたり、
説明書を読み込んでみたりしてみました
（^^）そして、いくつか設定を変えて実験。
（スマホから、電気の使用量がわかるので）
結果、自動運転が一番節約みたい。う
ちのエアコンの自動のモードは、AI快
適自動というんです。やっぱAIってすご
いんですねぇ。（宮岡篤子）
●私が個人的に開催しているサークル
の子どもたち数名と「自由って何だろ
う？」というテーマで対話する機会をつ
くりました。小学校低学年の子どもた
ちは自由を次のように表現しました。
「自由とはみんなが見ていないとき」
「夜」「好きなことをすること」「のんびり
すること」「お姫様」「なんでもしてもらえ
る」「大人になったら自由」など。自分に
とっての「自由」って何でしょうね。ワク

ワク出来ることにつながればいいなぁ。
（おおたに）
●先日「原発避難者の支援の10年と
今後の支援－行きづまった支援策と、
将来の支援（＋アドボカシー）について－」
でお話しした際、その時の基調講演
「『同調圧力』を考える－自粛強制の時
代、市民の自由をどう拓くか－」での佐
藤直樹さんのお話に頷きっぱなしでし
た。日本には社会がなく世間がある。
原発事故直後にこの「世間」の正体を
言語化して説明できていたらよかった
…。諦めずですね。（はっとり）
●避難者Kさんのオススメ本
『糖尿病が怖いので、最新情報を取材
してみた』著者：堀江貴文／出版社：祥
伝社新書（2021/4）
糖尿病について、漫画も入って読みや
すそうだったので読んでみました。ホリ

エモンは自費診療でSGLT2阻害薬と
いう薬を服用しているらしく、この薬は
体内から糖や塩分を排出するという作
用があるらしいです。これまでの糖尿
病の薬は膵臓からインスリンを出させる
ものでしたが、この薬はそもそも糖を排
出してしまうのでこれまでのように膵臓
を酷使しなくなるものだそうです。2020
年の11月からは心不全の治療薬として
保険適用、とあります。しかしレビュー
を見ると何やら副作用についても考え
るべきとありました。ホリエモンの制作
した糖尿病についての映画「糖尿病の
不都合な真実」はyoutubeで検索する
とすぐ見れました。近頃はコロナのテレ
ワークや災害避難等から健康問題に
ついて考えることが増えているように思
います。取っ掛かりとして気軽に読める
良い本かなと思いました。（Kさん）

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避難者支援カード」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。詳細につ
いてのお問い合わせは、ほっと岡山まで。

おたよりNEWSへ記事寄稿されたい方、
また、書籍やおたよりNEWSのご感想は、
事務局までご連絡ください。

「311避難者支援カード」について

 8月13日（金）～15日（日）お盆休みをいただきます。14日（土）のふるさと交流会、オンライン交流会は開催します。
休み中のお問合せは、メール：hotokayama@gmail.com または、TEL事務局：070-5670-5676 までご連絡ください。
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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「4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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