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9月号
「あーとのじかんねっこぼっこ」で参加者の
みなさんと蜜ろうで作った「アロマワックス
バー」。世界でひとつだけの香りとデザインの
お部屋飾りです。りです。
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［今月の内容］
ほっと岡山レポート
ニュースダイジェスト
こころのオアシス
岡山の神社お寺巡り
ほっとTIMES
イベントのお知らせ
イベントカレンダー
スタッフより
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コロナの感染状況が日に日にひどくなる

中ですが、皆さんいかがお過ごしで

しょうか。福島の友人に「今なら、あの時の

私たちの気持ちが、みんな分かるんじゃない

かな……」と言われて、ハッとした、ライター

の吉田です。見えないものに健康を脅かさ

れる状態は、確かに同じ。「初めての気がし

ない」と語った原発避難者の方もおられまし

た。

　「安心・安全」という言葉や、健康影響（感

染）があっても自己責任（自宅療養）……とい

うのも、似ているのが残念です。原発事故と

違うのは、他国の政治によるケアと比較でき

るところでしょうか。十分な補償を出す国や、

無料で検査を受けられる国、心のこもった

メッセージを発することのできる首相……人

の命を大切に思う政策が打てる国に対して

「うらやましい」と思う日 で々す。日本、このま

まではマズいですね。

　さて、今回は、「当事者の声を聞く」という

タイトルにしましたが、先日、甲状腺がんに罹

患し、手術を受けた21歳の男性が、今の思
いを語ってくださいました。福島県では、甲

状腺検査を「やめよう」という動きがありま

す。特に、学校検査が狙われているのです。

正々堂 、々顔出し、名前出しでお話しし、学校

検査はやめてほしくない、と語ってくださった

林竜平さんの言葉は、とても力のあるもので

した。以下、林さんの言葉をそのまま掲載しま

す。（カッコ内は筆者補足）

（福島の小児甲状腺がんについて）「過剰診断
＊2」と言われることについては、「手術した
ことが間違いだったのかもしれない」とい
う心理的負担を感じてしまいます。我々は、
お医者さんに「受けたほうがいい」と言わ
れて、「受ける」「受けない」の最終的な判断
は我々本人です。それを「過剰診断」や「（が
んを）取らなくてよかった」と言われると「お
医者さんが嘘をついたのかな」「我々がまち
がった判断をしてしまったのかな」というス

トレスを感じたり、
要らない後悔をし
たりしてしまう。
（「過剰診断だ」と

いう報道ではなく、）

当事者に寄り添っ
た発信を工夫して
いただければと思
います。
検査については、
一部では規模の
縮小、学校集団検
査の任意性の担
保からみえるその

必要性、ということが少しずつ議論にあ
がってきていますが、それには反対です。よ
く「10年の節目を迎えて…」と言われます
が、たかだか10年で何がわかるんだと。
我々が経験した3・11東日本大震災・原発事
故というのはそんなに薄っぺらいものだっ
たのか、という印象をどうしても当事者は受
けてしまいます。
10年という節目という言葉を「使わないで」
というわけではないのですが、当事者の声
を発信する場を、メディアの皆さんや福島
県も、多く設けてくれればと思います。

　5月に開かれた「県民健康調査検討委員
会」では、甲状腺検査の「同意書」の学校

回収をやめ、すでに4月から福島医大に直
接同意書を送る方法に切り替えていると発

表しています。検査を受けるためには、保護

者の一手間（郵送）が必要になります。福島

から避難をしている方も、これまで煩雑な手

続き、指定病院に出向くなど、大変な思いを

しながら受けてこられたのではないでしょう

か。福島県外の多くの保護者も、公的な甲

状腺検査を望み続けてきた事実もあります。

　林さんは、いま、福島県内の学校検査が

縮小・廃止に向かっていることや、その理由と

されている「過剰診断」論に危機感を持っ

ています。早期発見・早期治療が危ぶまれる

と考えているからです。

　「（甲状腺検査については）率直に、非常に

助かった、救われた」と林さんは話し、担当

医からは、「命に別状はないけれど、声帯に

近いから、将来声が出せなくなるかもしれな

い」と言われたと明かします。

「（もし、検査で早期発見されなければ）この場

で声を出して発信できなかったかもしれな

い」「手遅れで、全摘（全摘出）とか、声帯にか

かって声が出せない、最悪の場合は転移し

て、抗がん剤投与、大規模な手術と考える

と、恐ろしい」とも答え、また、学校検査縮小・

廃止の流れについては、「率直に、ふざける

な、という気持ち」と語りました。「人権の専

門家の方 も々含めた幅広い多様性をもった

議論をしてほしい」と、林さんは言います。

　甲状腺がん罹患当事者が、顔も名前も出

し、会見を行ったのは林さんがはじめてでし

た。「一人でも多くの方の気持ちを変えたり、

認識を改めていただいたりするためにも、顔

を晒して（会見を）やらせていただいている」と

林さんは話します。

　勇気ある発信に、ただただ頭がさがりま

す。林さんの思い、幅広い当事者の思いを、

福島県も、「廃止」を唱える検討委員会の

委員にも、丁寧に聞いてほしいと改めて願っ

ています。

　ちなみに……学校での検査をやめる理

由として「学校現場が大変だから」という理

由が取って付けられています。それは、まるで

「先生のために検査をやめます」と言ってい

るようなもの。そこに着目した「NPOはっぴー
あいらんど☆ネットワーク＊3」の方 は々、昨年

12月に、「学校における甲状腺エコー検査
継続を求める要望書」と共に、学校の先生

の署名527筆、一般の方からの要望コメント
約200筆を福島県知事と、県民健康調査検
討委員会座長に対し、提出しています。しか

し、そのことに対しては、何の反応もないそう

です。検査継続を求める先生が527人もいる
というのに、おかしいですよね。今後、「完全

にやめる」と言いださないか、見守る必要が

ありそうです。

　いま、コロナ禍でも、「たくさん検査をして、

隔離をすることで感染が防げる」という素人

でもわかることが、行われていません。その

結果、感染が爆発してしまっています。事実

と向き合う姿勢が大事なのではないのかな

……と、個人的にはいつも思っています。

　どうか、皆さんも、コロナ禍を、ご無事で乗

り切ってくださいね。

林竜平さん
林竜平さん（21）は、甲状腺がん罹患当事者（17歳の時に手術）として、NPO法人
3・11甲状腺がん子ども基金＊1主催のオンライン記者会見に立った時の様子（5月
31日）

3・11甲状腺がん子ども基金とは
3・11甲状腺がん子ども基金は、2011年の東京電力
福島第一原発事故以降に甲状腺がんと診断され
た子どもとそのご家族を多方面で支えるために設
立された非営利の団体です。

設立にいたる背景
2011年の東日本大震災時、東京電力福島第
一原発事故により放射性ヨウ素を含む放射
性物質が大量に放出され、東日本一帯を広く
汚染しました。
放射性ヨウ素が子どもの甲状腺がんの原因
になることが1986年に起きたチェルノブイリ
原発事故で明らかになっていたにもかかわら
ず、日本では政府、県が指示すべきだった予防
のためのヨウ素剤服用がほとんどなされませ
んでした。
そのため福島県では県民の不安に応ずるた
め、2011年10月、事故当時18歳以下だった人
を対象に甲状腺検査を開始しました。
子どもの甲状腺がんはきわめてまれながんで、
年間100万人に2～3人の発症と言われていま
す。福島県では2016年にすでに100人以上が
甲状腺がんの診断を受けています。これにつ
いて福島県も政府も「従来のがん統計と比較
すると数十倍の多発であるが、放射線の影響
とは考えにくい」としています。

原発事故から10年。…
担当は岩波書店『世界』へもたびたび寄稿している吉田千亜さん。

今号の特集は「当事者の声を聞く」と題し、
甲状腺がん罹患当事者の方の声をレポートいただきました。

ともに耳を澄ませましょう。

註
＊1………3・11甲状腺がん子ども基金
（https: //www.311kikin.org/）
3・11甲状腺がん子ども基金は、2011年の東京電力
福島第一原発事故以降に甲状腺がんと診断され
た子どもとそのご家族を多方面で支えるために設
立された非営利の団体。
＊2………過剰診断
ゆっくり進展するがん、生きている間には症状が出
ないがんまで検診で見つけること。しかし、診断され
たがんが、過剰診断にあたるかどうかは、わからな
い。
＊3………NPOはっぴーあいらんど☆ネットワーク
（http://happy-island.moo. jp/）
東日本大震災、東京電力福島第一原発事故後、福
島に住むという事に正面から向き合い、多岐にわた
る様 な々問題を共有しながら、今を見つめ未来を考
える活動を行う。

–
吉田千亜｜Yoshida Chia
1977年生まれ。フリーライター。原発事故と向き合
う人々の取材を続け、埼玉に避難をした人への『福
玉便り』、子どもの未来と健
康を考える『こどけん通信』な
どの編集・執筆。
著書：『ルポ母子避難（岩波
新書）』、『その後の福島：原発
事故後を生きる人々 （人文書
院）』、『孤塁 双葉郡消防士
たちの3・11（岩波書店）』

特集 原発事故の現在地
̶当事者の声を聞く̶

出典：日本原子力研究開発機構

3・11甲状腺がん子ども基金のHPより
（https://www.311kikin.org/about/）
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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。

　7月のねっこぼっこでは、オリジナルのポチ
袋を作りました。いろんなデザインの紙を型

紙に合わせて切り、ポチ袋の形にノリで貼

れば出来上がり。そこに、シールやリボン、毛

糸などで飾ってみたり、透明なシートを貼り

つけたり、素材を変えてみたり。自分だけの

デザインのポチ袋がたくさんできました。

　かわいい包装紙やお菓子の袋なども利

用して作ってみるのもいいですね。

　岡山市旭竜学区で、地域で多世代とつな

がる居場所づくりに取り組む「NPO法人ま
んなか」さんにお声がけいただき、親子防災

講座でお話をさせていただきました（主催：旭

竜学区連合町内会 ～地域とつながるネットワー

ク～）。

　テーマは「災害（水害）に備え、子どもにで

きること」。子育て中のお母さん、そして町内

会長さん、公民館の方も参加され、幼いお子

さんたちが傍らで遊びながら、「いつも」の中

に「もしも」をどう意識するか、また避難のタイ

ミングやハザードマップを確認しながらみな

さんが暮らす地域に即したお話をしました。

　町内会長さんからは、「幼い子どもを持つ

ご家庭や、女性、子育て中のお母さんたちの

声を聞いて、防災や災害時、毎日の地域づく

りにどんどんいかしていきたい」との感想をい

ただき、なんて心強い！と私も嬉しくなりまし

た。参加者の方からは、「家の

周りのハザードマップを調べて

みようと思いました」「子ども達の

気持ちや片付けについての具

体的な注意点が聞けてよかっ

たです」とのこと。主催された方

も今後も防災ワークショップなどやっていき

たいとお聞かせくださり、防災講座をきっか

けに、より暮らしやすくなる地域になっていっ

たらいいなと思いました。（はっとり）

–

NPO法人まんなかの取り組み
「多世代交流  みんなの広場  まんなか」
　人と人とがつながる喜びの中に、ひとりひ

とりの ｢楽しみ｣が見つけられる場所。じぶ

んの ｢好き｣を大切に。地域の方や多世代

との交流を通し大人も子どももみんなでつく

るみんなの居場所です。

●活動日 木曜日（不定期）
●活動場所 旭竜コミュニティハウス
　講座、ワークショップなど、誰でも参加で

き、子供たちが安心して遊べるスペース、お

母さんたちがホッと一息できる居場所を提供

しています。

●HP

https://mannaka.amebaownd.com/

使う紙で全く違う
印象になりました。

　岡山市危機管理室では、令和3年度
から、防災専門家の派遣を始めました。

　岡山市内の地域の団体が実施する

防災講座に講師として派遣します。地震

や水害などの防災についてのお話や、家

庭で出来る対策、防災ゲームなどを行い

ます。防災について学ぶ機会にご活用く

ださい。

　派遣費用は無料ですが、会場の手

配、資料の印刷などは申込団体で行って

ください。

防災専門家の派遣について

＊プロジェクターが必要になることがありま

す。岡山市中央図書館の視聴覚ライブラ

リーで借りるなど、申込団体で準備してくだ

さい。

詳細は岡山市危機管理室までお問い

合わせください。

TEL : 086-803-1082

FAX: 086-234-7066

E-MAIL :

kikikanri@city.okayama. lg. jp

岡山市危機管理課よりお知らせ

オンライン学習支援
　7月14日と28日に実施したオンライン学習支援では、合計3名
の方に参加いただきました。英語の課題などに一緒に取り組

みました。しばらくの間、月に１～2回のペースで継続して実施
できればと思っていますので、学校などの勉強で気になるところ

がある人や、一緒に宿題に取り組みたい人はぜひ参加してみて

ください。

オンラインお話し交流会
　子どもの居場所「ひみつきち」では、コロナで直接会

うことはできませんでしたが、画面越しにお話し交流会

をしました。初めは「私は誰でしょうクイズ」で盛り上が

り、次にみんなで好きなことや、将来の夢などについて話

し合いました。人数は少なかったけど、とてもおもしろ

かったです。

7/14（水）、28（水）

7/21（水）

7/21（水）

会場は旧旭竜幼稚園。地域の多世代の皆さんが集う場所です。子どもものび
のび過ごしていました。

オンライン

子どもの居場所「ひみつきち」

オンライン
あーとのじかん

オンライン

子どもの居場所「ひみつきち」

7/15（木）
岡山市中区

親子防災講座でお話しました

　7月のくるくるお茶会は、参加者さんがお一人、ちょっと寂し
かったです。

　午前中、時間があったので大谷さんのハンドケアの様子を

動画撮影しました。近日公開予定！

7/29（木）

●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。
●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　9/30、10/28、11/25、
　　　　12/23
2022年　1/27、2/24、3/24

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！

くるくるお茶会 今年の予定

今日の気分にあわせて香
りをブレンドしたオイルで
ハンドトリートメント。

ほっと交流スペース

当日の講座の様子が
youtubeにアップされ
ています。

岡山市防災講座アドバイザーについて
　ほっと岡山では避難者支援の他に、私た

ちの経験をいかすために、防災講座や防

災・減災の啓発事業も取り組んでいます。岡

山市の防災派遣アドバイザーの講師や地

域の親子防災講座などで「もしも」の災害

への備えについてお話しています。
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　最近、暑さや気圧の変動で頭痛や不調気味という声

をよく聴きます。8月も暑い中、ご参加いただきありがとうご
ざいました。頑張りすぎている自分の身体を少しですが

休ませてあげられたでしょうか。ハンドケア&フットケアな
どのアロマトリートメントで心地良い感覚を肌で感じてい

ただければ嬉しいです。自然に倣いカラダの自然治癒力

を呼びさまし、自分自身のココロとカラダを大切にする時

間につながりますように。

●受けられた方のご感想
 ・今日もとてもきもち良く、体も心も楽になりました‼あり
がとうございました。
 ・毎回、癒してもらっています。アロマの力がすごいです。
大谷先生のパワーのすごさ。「明日、アロマの日」と思う
だけで、リラクゼーションを思い、安心感です。

8/6（金）

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

ほっと岡山レポート
原発事故の賠償金１０

兆円超す　時効消
滅にらみ請求急増か

（河北新報 2021.07.01）

　東京電力は３０日、福島第
１原発事故の被害者に支
払った賠償金の総額が１０
兆円を超えたと明らかにし
た。オンラインで開催され
た原子力損害賠償紛争審
査会（原賠審）で説明した。
事故１０年を経ても請求件
数は増え続けており、２年
後の開始を見込む処理水
の海洋放出に伴い、さらに
膨らむと懸念される。

セシウム基準値を大幅
に下回り、アユに限っ

て釣り解禁
（読売新聞 2021.07.06）

　福島県楢葉町の木戸川
で４日、東日本大震災と原
発事故後初めて、アユ釣り
が解禁され、多くの釣り人
でにぎわった。
　木戸川は天然のアユが 
遡
そじょう

上する釣りの名所として
知られ、震災前には毎年、
多くの釣り人が訪れてい
た。２０１５年に避難指示が
解除された後も、アユから

は国の基準値（１キロ・グラ

ムあたり１００ベクレル）を上
回る放射性セシウムが検
出され、木戸川漁業協同
組合は釣りの自粛を続け
ていた。１６年頃から基準
値を超えることがほぼなく
なり、１８年には数値が低
い水準で安定してきた。

【与 党第１０次提言】
地元意向と大き

な隔たり

（福島民報 2021.07.19）

　自民、公明両党の東日本
大震災復興加速化本部が
政府への第十次提言をま
とめた。東京電力福島第
一原発事故に伴う特定復
興再生拠点区域（復興拠

点）外の避難指示解除へ
の取り組みに関しては、帰
還希望者が二〇二〇年代
に古里で生活を再開でき
るよう除染の実施や社会
基盤整備を促している。

一定の目標を示した姿勢
は評価できるが、全域の解
除は見通せないままだ。地
元の意向との隔たりはあま
りに大きい。
　富岡、大熊、双葉、浪江、葛
尾の五町村でつくる協議
会は政府に対し、復興拠点
外を含む帰還困難区域全
域の避難指示を早期に解
除するよう求めている。今
年二月には復興拠点外の
解除方針を六月末までに
示すよう迫った。それにもか
かわらず、政府は解除まで
のスケジュールや除染、家
屋解体方針などの政策決
定の先送りを続けている。

福島・浪江のハチミツ
から基準超えるセシ

ウム　製造元が自主回収へ
（毎日新聞 2021.07.23）

　福島県は２２日、浪江町の
道の駅なみえなどで販売
していたハチミツ「はまっと
～・極蜜」から国の基準（１

キロ当たり１００ベクレル）を超
える放射性セシウムが検出
されたと発表した。製造元
の沢上管理耕作組合が自
主回収を呼びかけている。

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7月1日～7月23日

『東京貧困女子。彼女たちはなぜ躓いたのか』
著者：中村 淳彦／出版社：東洋経済新報社（2019/4/5）

　東洋経済オンラインでの連載「貧困に喘ぐ女性の現実」を

書籍化したもので、内容は各自諸々の事情から、かなり切実と

いうか壮絶な状況に陥ってしまった女性たちの話でした。これ

は数年前の女性の貧困が描写された本ではありますが、最近

ですとコロナ貧困ということもありますし、これからも形を変えて

延 と々起こっていくのかもしれないなと思いました。

避難者Kさんのオススメ本
このコーナーは、Kさんのオススメの本をご紹介します。不定期の掲載予定ですが、Kさんの感想が面白いのでつ
いつい読んでみたくなります。みなさまもオススメがありましたら、ぜひご紹介ください。昔読んだ本でも大丈夫です。
投稿は、ほっと岡山のメール（hotokayama@gmail.com）までご連絡ください。（Kさんは、ニュースダイジェストの記事の
ピックアップや、新聞記事のスクラップを担当）

　本の中には貧困後に利用できる制度など対症療法的な話

が出てきたりしましたが、そもそもの貧困の原因やサインなどを

事前に見つけて貧困に陥る前にどうにかしていく、といった方法

は何かあるのだろうかと考えたりしました。

　景気変動のような一個人には対応できない大きなうねりが

発生すると、この本にあったような問題が次 と々発生してしまう

ので、それでも大丈夫なように、例えばまるで災害対策するよう

に設計された事前の対策が大事なのかもしれないと思いまし

た。（K）

　西日本豪雨災害での被災者生活

支援従事者研修にて、「ふるさとを離

れた被災者の葛藤と苦悩」をテーマ

にお伝えする機会をいただきました。

キーワードは、2人の私／仮の生活／
心の皮膜／孤立の背景。災害が違え

ども、被災者一人ひとりの声を

聴くことの意味は同じです。被

災者にとって私たちが身近な

他者としてあらわれること、そし

てさまざまな想いを受け止める

こと。ハード面の復興、制度

の限界、支援期間の終了と、

時間の経過とともに変化して

いく中、被災者の方が置いて

けぼりになっていないか、置か

れている環境にも目を凝らします。

　こちらの研修に参加させてもらっ

て、豪雨災害の現在地の様子、支援

の現状を教えていただく機会にもなり

ました。そしてあらためて、東日本大震

災からの10年、私たちの現場は手探
りな広域避難者支援だったなあと振

り返ったりもしました。

　少しでも自分たちの経験が、課題も

含めて役に立ったら本当に嬉しいで

す。被災された方を真ん中に「復興」

がなされてほしい。その想いは一緒で

す。（はっとり）

7/30（金）
総社市

西日本豪雨災害 被災者生活支援従事者研修へ参加しました
主催：岡山県くらし復興サポートセンター

主に真備町で見守り支援に携わる様々な支援者を対象にした研
修でした
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こころのオアシス

　前回のこころのオアシスで、日々 のストレスの中には、自分で「コントロールできること」と「コント

ロールできないこと」があり、コントロールが難しいことを何とかしようとすると、ストレスが溜まって

しまうというお話をしたかと思います。

　今回は、コントロールできないことに振り回されないで生活するコツをみなさんにご紹介します。

「あの時こうしていれば…」「コロナが流行していなければ…」など、私たちが感じるストレスには「コ

ントロールできない」こともたくさんあります。自分にはどうにもできないことに悩み、時間を費やして

しまっている人が意外に多いようです。

　コントロールできないことに悩み、疲弊してしまわないように…参考にしてみてください。

野崎詩織（臨床心理士・公認心理師）

コントロールできないことに
振り回されていませんか？
～小さなストレスに対処するコツ～

No.10

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。

悩みを紙に書き出す
（スマホやパソコンでもOK）

自分で「コントロールできること」と
「コントロールできないこと」に分ける1. 2.

◎テキスト・写真＝三谷麻由紀

　中国・四国地方に鎮座する木野山神社の総

本宮です。創建は古く955年（平安時代）、大きく
世間の注目を浴びたのは明治時代です。当時

西日本で大流行したコレラに木野山神社の狼

さまが病気平癒の御利益ありとたくさんの人が

参拝し、また岡山を中心に山陰・瀬戸内地方・

四国各地に分社が勧
かんじょう

請されました。当初は木

野山の山頂に社殿が鎮座していましたが、昭和

39年に山頂から拝殿を移築してそちらが里宮と
なりました。 
　山頂の奥宮は里宮から徒歩で片道約1時
間、「中国自然道」を上っていきます。歩きやす

い道ですが、水分補給の飲み物のご用意をお

忘れなく。

　里宮の随身門の左右にそれぞれ、狼の木像

が安置されています。狛犬のように口も左右で

阿吽の形に開けています。絵馬やお札にも狼

が描かれています。岡山市北区今の今村宮や

総社市の備中総社宮の境内にも、摂社木野山

神社がありこちらも狛狼が護っています。

◎オマケ情報 木野山神社里宮の境内には地続きに、
八幡神社があります。鳥居や随身門はそれぞれ別にあ
りますが、階段を上った境内がつながっています。

　夏休みはどうだった？と聞かれて、夏の風物詩（su m mer 

tradition）を思い浮かべています。

花火： �reworks
かき氷： shaved ice
風鈴： wind chime
ラジオ体操： radio exercise
　オリンピックで体操競技はgymnasticsを耳にした方もいらっ
しゃると思いますが、ラジオ体操のような運動はexerciseです。
We do radio exercise every day. 「私たちは毎日ラジオ体操を
する。」“dance to the music”「音楽に合わせて踊る」のように、
We exercise to the radio.「ラジオに合わせて運動する」と表
現してもOKです。

「花火、風鈴、かき氷」「夏休みはどうでしたか？」

「ラジオ体操」 「空想の中でだけね」

高梁市津川町今津1211
JR伯備線・木野山駅から徒歩5分

木野山神社（里宮）
きのやまじんじゃ

第
三
回

TIMES ◎テキスト・漫画＝西川景子

Summer tradition

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

神社お寺巡り

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/

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。みなさまのご寄稿をお待ちしております！

書き出してみることで
悩みを客観的に考えることができます。

《例》 
●自分が頑張っていることを先輩や上司が認めてくれない
●資格の勉強がはかどらない
●子どもにすぐカッとなって怒鳴ってしまう
●楽しみにしていたイベントが雨で中止になった 
●最近体重が増えてきた
●あの人がこうしてくれればいいのに・・・
●どうして周りの人はわかってくれないのだろう

コントロールできること

《例》 自分の行動や考え方、環境
コントロールできること（できそうなこと）ならば、具体的にどう
すればいいのかを考えていきます。自分一人ではいい考えが
浮かばないときは、身近な人やほっと岡山の相談員と一緒に
考えるのもいいのではないでしょうか。

コントロールできないこと

《例》 周りの人の考え方や行動、
　   過去にしてしまった失敗、天気
コントロールできない悩みや不安が浮かんできたら「やめよ
う、意味がない」と言いきかせます。

野球の松井秀喜選手も「自分がコントロールできることと、で
きないことを分けて、できないことに関心を持たないことです
よ」 、「自分がコントロールできることとできないことを分けて
考えなければいけません。そして、コントロールできることにつ
いては、結果につなげるべく努力をします」と話しています。

コントロールできることに集中しよう！！

過去と他人は変えられないので、コントロールできないことは
「仕方ない」と思い切って手放すことも必要です。自分の舵
を上手くきりながらこのストレス社会を乗り越えましょう！
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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
9/1、8、15、22、29

 子どもの居場所「ひみつきち」
毎週水曜日の夕方16時30分～18時、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
9/3（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時～16時（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：9月2日午後4時）

毎月第2土曜夜
9/11（土）19時30分～21時
  避難者オンライン交流会

毎月第2土曜日の夜19時30分～21時、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：9月10日午後4時）

毎月第3水曜
9/15（水）

  あーとのじかんねっこぼっこ
「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・お塩で作ります。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&リフレッシュできますように。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時～12時（9時45分～ZOOM入室可）

●申込み締切 9月6日午後4時

毎月最終木曜日
9/30（木）

 ミニ交流会くるくるお茶会
9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時～15時
●場所 ほっと岡山交流スペース

毎月第3水曜
［6回コース第1回］10/20（水）

 あーとのじかんねっこぼっこ
10月よりねっこぼっこが6回コースになります。
詳しくは同送のチラシをご覧ください。

第1回10月のねっこぼっこは、ハロウィンラン
タンミニを作ろうと思います。会に参加され

る方には材料を事前にお送りします。オンラ

インですがみなさまとお会いできる時を心待

ちにして準備させていただきます。

●日時 10月20日（水）10時～12時（9時45分

～ZOOM入室可）

イベントのお知らせ
9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

8.29 30 31 9.1 2 3 4

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
●被災者健診
　岡山協立病院

●ひみつきち
　16:30-18:00

●9/19ふるさと交流会
　申込締切

5 6 7 8 9 10

●PM相談員：宮岡（義）

●相談員：宮岡（義）

●相談員：はっとり
●被災者健診
　岡山協立病院

●相談員：大和田
●オンライン交流会
●被災者健診
　水島協同病院

12 13 14 15 16 17 18

●相談員：宮岡（義） ●AM相談員：
　臨床心理士
●被災者健診
　岡山協立病院

●相談員：はっとり ●ねっこぼっこ
　10:00-12:00
●ひみつきち
　16:30-18:00

●ひみつきち
　16:30-18:00
　（オンライン学習支援）

19 20 21 22 23 24 25

●相談員：宮岡（義・篤）
●くるくるお茶会・
　アロマ

●相談員：はっとり●ふるさと交流会
　（郡山、福島、いわき）

●大谷先生の
　アロマテラピー
●被災者健診
　岡山協立病院

●ひみつきち
　16:30-18:00

26 27 28 29 30 10.1

●相談員：はっとり
●被災者健診
　岡山協立病院

2

●PM相談員：はっとり ●ひみつきち
　16:30-18:00
　（オンライン学習支援）
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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。

●野生動物にはかなわない。ジャガイ
モは収穫前に食べられてた。今年は、ま
くわ瓜を多めに食べれたらいいなと思
い10本ぐらい植えてうりバエ対策もし
て日照りが続く中小さいながらも順調
に育っていて確認できただけでも7個
は、あと少し待てば収穫だと楽しみにし
ていたのだけど収穫に行ってみたら、瓜
のつるはあるけど、実が見当たらない、
よく見ると種がまとまって落ちている？
結局、1個も食べられないことになった。
それと、今年の夏は暑い草刈り中もう
無理って帰ってくるまでの時間が短い。

熱中症に気を付けて。（宮岡義人）
●大谷さんがうちの近くの英国庭園で
イベントをしてたので、ふらっとお邪魔
しました。虫除けスプレーを作って、お
しゃべり。そのあと、お庭をお散歩、暑
かったけどきもちよかったです。（宮岡篤
子）

●昨年の11月にほっと岡山に入社した
杉本です。一番年上の新人です。よろし
くお願いします。コロナが蔓延している

中でのオリンピックの開催には反対で
したが、頑張っている選手を見ていると
やはり応援したくなるものですね。我が
家は一家揃ってサッカーが好きなので、
夜にも関わらず、応援の奇声を上げて
いたので、近所の人は何事かと思ったで
しょうね。暑い夏の熱いひと時でした。
暑いといえば今年も暑い日が続いてい
て我が家の庭も元気なのは雑草ばか
りで、ジャングルのようになっていまし
た。でも、熱中症になるのが怖くて手を
つけていませんでした。そこへ温帯低
気圧に変わった台風がやって来て（な
んと涼しい！）、今日しかないと庭の剪
定をやっちゃいました。息子には呆れら
れましたが…

そんなおちゃめな私ですが、皆様よろし
くお願いします。（スギちゃん）
●まさか本当にオリンピックが開催さ
れるとは。私はゆめゆめ想像していませ
んでした。当然中止だろうと。生きてい
るといろんなことが起こるものですね。
コロナ禍のニュースは日々増える。夏恒
例のふるさと交流会は2年連続中止、
そして今年は帰省にあわせて空港で無
料PCR検査を実施するところも。それ
からワクチンの効果の有無についてい
ろんなニュースが飛び込んできたり。春
夏秋冬繰り返しやってくる季節の様子
が、何より気持ちの支えなんだなあと、
じりじり照らす太陽に変にほっとするこ
の頃です。（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

被災者健診のお知らせ
東日本から原発事故をうけて岡山県内へ避難している方で、健康不安を持たれている方は、岡山県内2か所の病院で健診が受けられ
ます。◎病院：水島協同病院 健診コーナー（毎月第2土曜9:00～12:00）電話086-444-3211（代表）、岡山協立病院 健診センター（毎週金
曜10:30～12:00）電話0570-007-845
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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…

「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

16[ No26] 2021.8 

○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］

岡
山
駅

県道21号

山陽線

山陽新
幹線

桃太郎線

宇
野
み
な
と
線

東
口

中央
郵便局

岡山大学
病院

スーパー

西
川
緑
道

路面電車

ビックカメラ

岡山市役所

水道局

「大学病院入口」
バス停

「大学病院」
バス停

イオン
モール
岡山

大元駅

県庁通り

ほっと岡山

清輝橋駅 近隣詳細地図

岡山大学
鹿田キャンパス

大
元
駅
←

水道局

精神科
医療センター

スーパー

コンビニ

コンビニ

病院正門
「大学病院入口」

南門

郵便局

NTT
ドコモ

「東古松
四丁目」

「大学病院」
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フェイスブック
「hotokayama」

YouTube
「ほっとチャンネル」
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