
書籍『つむぐ3.11避難者の声』を読んで
［特集］
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［今月の内容］
ほっと岡山レポート
こころのオアシス
岡山の神社お寺巡り
ほっとTIMES
ニュースダイジェスト
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

「あーとのじかんねっこぼっこ」で参加者のみ
なさんと木の枝や毛糸、綿、アクリル絵の具
などで作った「木の妖精人形」。個性豊かで
とってもかわいい妖精人形が出来ました。
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　ほっと岡山より今春発行の『つむぐ 3.11避難者の声』。
ESD学生インターンシップ＊で訪問してくれた大学生3名の方が、
この本を読んだ感想をお寄せくださいました。

　発災時は、10歳前後だった学生さんの率直なご感想です。
私たちほっと岡山では、これからも、若い世代や多くの方 に々

『つむぐ 3.11避難者の声』を届けたいと思います。
みなさまからのご感想もお待ちしております。

特集 書籍『つむぐ 3.11避難者の声』を読んで

　岡山ESD推進協議会では、学生を対象とし、地域課題と向き合う
NPOや公民館などの取組を経験することで、その役割を理解し、地域コ
ミュニティでのESDの実践につなげていくことを目的としています。
●おかやまESDナビHP
http://www.okayama-tbox.jp/esd/pages/6122

　夏期と冬期にそれぞれ、数名ほっと岡山に訪問いただき様 な々活動に
取り組んでいただきました。そして、今回、岡山市より取材依頼があり、今
年度夏期に訪問いただいた学生さんの活動の様子を、oniビジョンさん
に撮影いただきました。映像は次よりご覧いただけます。ぜひチェックし
てくださいね。

●ESDナビのホームページの動画コーナー　
http://www.okayama-tbox.jp/esd/s/pages/movie
●岡山のケーブルテレビ「oniビジョン」
おかやまESD動画チャンネルの番組を5分間放送しています。
［放映時間］
10月4日（月）～31日（日） 午前7時
50分～、12時20分～
＊夏期インターンシップで大学生が
活動してくれた様子は、ほっとおたより
NEWS次号以降にご案内します。お
楽しみに！ インターン生へ説明している様子（2021.9.9）

ESD学生インターンシップとは

『つむぐ 3.11避難者の声』を読みました。私はインター
ンシップを通して避難者の思いや大変さなどを感

じ取っていたつもりでした。

しかし、『つむぐ 3.11避難者の声』を読んでいると、私の感
じ取っていたもの以上に辛い思いをしたり大変な経験をされ

ていたりするという事実を改めて実感しました。避難すること

で、故郷とのつながりがなくなったように感じ、避難先で新た

に関係を構築することが難しいという問題があることも知りま

した。

それぞれが原発や国、避難することに対して様 な々思いを

持っていることを認識し、私も私にできる範囲でサポートした

いという気持ちを持ち続けるモチベーションになると思います。

『ほっとおたよりNEWS』を読んで、原発などの問題はまだ
まだ過去のものではないのだと気づかされます。震災の後、

本当の意味で「被災」されている方もいらっしゃると思います。

毎月『ほっとおたよりNEWS』をお届けくださり本当にあり
がとうございます。

ノートルダム清心女子大学
文学部英語英文学科2年生

鳴滝 悠花

震災による避難者の方の状況についてあまり知らな

かったので、実際に被災されたエピソードを読んで、

東日本大震災、それに伴う原発事故という未曽有の災害によ

り突然「普通」が壊れ、たくさん辛い想いや葛藤を経験され

たけれども、その事実に向き合い、前を向いて頑張っておられ

る姿に感銘を受けました。

また、避難先として東北から遠く離れた岡山という地に来

られて、パン屋やブドウづくりなど新たなことに挑戦され、被災

し避難してきたからこそ今の生活があり、良いことも悪いことも

すべて無駄ではなかったと話されているのが印象に残りました。

問題が完全に解決するということはないけれど、一人ひとり

が自分にあったペースや価値観で自分らしく暮らしていけるこ

とが大切だと思いました。

私は「つむぐ」を読み、被災者の方々一人ひとりに、それ

ぞれの生活、物語があることを再認識しました。そして

その物語を、人 に々つむぎ共有していくことの重要性を強く感

じました。

災害が起こると、どうしても「みんな同じように被災し」、「み

んな同じような苦しみを抱え」、「みんな同じように生活再建

へと向かっていく」というように、「被災者」というカテゴリー

で一括りにされているイメージがあります。しかし実際は、被

害の実態や心に負った傷、経済状況や精神的苦痛に伴う生

活再建へのスピードも人それぞれ全く異なる。

よく「命があるだけで幸せ」などと言うけど、本当にそうだろ

うかと思います。「つむぐ」の中では、避難先で新しい生活を

送る人々の前向きな言葉が沢山ありました。しかしその裏に

そして被災したことに加え、家族を守るために避難すること

になり、何も知らない場所で新たな生活を始めなければなら

ないという不安やストレスがある中で、地域の人との関わり、

サポートに救われたという話が数多くあげられており、助け合

える人が身近にいること、人のあたたかさが心の大きな支えに

なるのだと改めて感じました。

東日本大震災から10年という月日が経ち、記憶が薄れてし
まっているところがあるけれど、震災をなかったことにするので

はなく、避難者の実際の声を語り継ぎこれからへとつなげて

いくことは大切なことだと感じました。

岡山大学
文学部人文学科3年生

東村 ふじ香

は生活の激変、原発事故による健康不安など、様 な々葛藤が

あった。そしてこの震災の記憶は、完全に癒えて無くなるもの

ではないと感じました。

震災を乗り越え、希望を持って新たな生活を送る。これは

とても理想的で大切なことだし、そういった経験談から勇気

や希望をもらう人 も々大勢いると思います。しかしもっと重要な

のは、これを美談で終わらせず、震災に関する知識や価値観

を人 に々共有していくことであると思います。私自身も、ただ学

び留めるのではなく、自分にできるやり方で発信していきたい

と感じました。

倉敷芸術科学大学
芸術学部デザイン芸術学科3年生

田坂 優菜

みなさまのご経験を
記録として

書き留めませんか

ほっと岡山では、東日本大震災・原子力発電
事故により、岡山へ避難、移住された方の経
験を記録として書き留めます。ご協力いただ
ける方を募集しています。
ご協力いただける方は、次の
フォームより応募ください。
ご不明な点はお気軽にお問
合せください。みなさまのご応募、お待ちして
おります。

みなさまからの
『つむぐ 3.11避難者の声』の
ご感想もお待ちしております。

次の3方法（フォーム、用紙、メール）いずれかで
お寄せください。
●フォーム（右のQRコードより）
●メール
　hotokayama@gmail.com
●おたより同送の用紙

ほっともも太くん

お待ちして
おります�
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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。

8月のねっこぼっこは、色とりどりの“タイル”でコースターを土台にして素敵なデザインを考え
てみるということにチャレンジしてみました。タイルは、いろんな色や素材を集め、その中から自由

に自分好みを「選ぶ」ことが今回のポイントでした。

そして、選んだタイルをどのようなカタチや順番に並べるか考えることで、ほんの少し集中し

“無”の時間もしくは“自分時間”が生まれたように感じました。無心になって並べたタイルのデ

ザインを一緒に参加したみなさんにも披露し、そこからまた会話が生まれて楽しかったです。

今回は各お部屋に化学物質的な臭いがこもって気分が悪くなることを心配してボンドや目地

を使わず四角いコースターに両面テープで貼り付けるだけの簡単なものでした。

また、みんなで集まれることができるようになれば広い

お部屋で換気を十分にして、なるべく自然素材でタイル

を貼り付け、タイルの隙間を埋めていく作業ができれば

いいなと個人的には考えています。

今回もオンラインでしたが参加者同士の交流も楽しめ

たと思います。皆さん、素敵な作品が完成して良かったで

す。ありがとうございました。
色とりどりのタイルを
選んで。

フリートークのお
題でさらに盛り上
がりました。

8/18（水）
オンライン
あーとのじかん

参加者さんがお一人でした。スマホのことでご相談

をお受けしたり、ふだんのことをおしゃべりして楽しく

時間が過ぎていきました。来月は、コロナが落ち着くと

いいな。

アロマケアの様子をほっと岡山のYoutubeチャンネル、ほっとチャンネルにて公開中！
岡山弁でアロマケア？苦戦の様子をぜひご覧ください。

8/26（木）
ほっと交流スペース

オンライン学習支援、来所された方と遊ぶ
ほっと岡山に元気な兄弟が来てくれました。ひみつの隠れ家

を作ったり、段ボールで武器を作ったりしていつもより激しめな

一日でした。私たち高校生も童心に帰って一緒になって遊びま

した。またきてね♡

オンライン交流会
今回は、たくさんの方が参加してくださってオンラインではあ

りますが、とても盛り上がった交流会になりました。コロナが落

ち着いたら今度は対面で交流会もしたいですね。

『子どものひみつきち オンラインおはなし交流会』第2弾を
Zoomにて開催しました。7月に開催した第1弾を上回る4名の
お子さんが参加され、主催者と総勢7名でクイズレクやなぞな
ぞ、フリートークで大いに盛り上がりました。90分間を通して笑
いの絶えない、とても賑やかな会になりました。

8/4（水）

8/7（土）

オンライン、ほっと交流スペース

子どもの居場所「ひみつきち」

オンライン開催

避難者オンライン交流会

8/18（水）
オンライン

子どもの居場所「ひみつきち」

4月から始まりました「避難者オンライン交
流会」。この日は大雨の被害のニュースが

飛び込んできたり、県内でも避難指示がで

る地域もあった土曜の夜でした。

お盆の最中の交流会でしたが、テーマを

「インタビュー集『つむぐ 3.11避難者の声』
を読んで」と設け、インタビュー集に登場した

方をゲストにお迎えして、みなさんと一緒に

お話ししました。冊子でも描かれているみな

さんの暮らしぶりのこと、薪の生活や3.11で
がらっとかわった価値観のこと、生活リズム

のこと。「新しい地域で暮らすには、田んぼ

が軸になって信頼関係が築かれると実感し

た」との感想もあり、みなさんの語る一言ひと

ことの言葉から、今の暮らしのリアルさが現

れ、画面を通して伝わってくるようでした。

　「また来週！」と退出ボタンを押す直前に、

「まだやってる？」と滑り込み登場する方も！ 
なんと、大雨の影響で避難した先（画面の向

こうは真っ暗！）から参加されました。高台の

安全なところに家族と避難したとのこと、たく

ましく暮らしている日々 を垣間見れたひととき

でした。（後日談ですが、避難された方はご無事

だったとうかがいました。）

少ない人数でわいわいやってます。第2土
曜の夜、よかったら覗いてみてください。

ひみつの隠れ家で
かくれんぼ。

アロマテラピーの様子と使用しているアロマ。

▼参加者のご感想
・タイルの色の組み合わせにより雰囲気が
変わるので、組み合わせがとても楽しかった
です。なかなか会えない友達親子と一緒に
コースター作りができて、嬉しかったです。
・タイル作品づくり、楽しいひとときでした。
いつもありがとうございます。作品は自分の
未来の目標が形になったと出来てから気づ
きました。

9月の第１週目のアロマテラピーの時間にご参加いただいた皆さん
と香りを楽しみながらリラックス＆リフレッシュのひとときは私にとって

も心地よい時間でした。

マスク生活が長くなり、呼吸が浅かったり自然な鼻呼吸がしづらく

なっている日常が続いています。知らず知らずのうちに肩や余計な部

分に力が入りすぎていたり、感覚器としての働きは目からの情報がメイ

ンになり思った以上に目を酷使していているのかもしれません。

香りを嗅ぐことで脳がリフレッシュし、そこに人の手の暖かさが加わ

りリラックスしていただくことができたでしょうか。皆さん終わりごろに

なると肩の力を抜いて、ご自身でゆっくり呼吸を整えていらしたのが印

象的でした。「心地よい」と思える感覚を得ることで自分にも他者にも

心地よい対応ができるのだと思っています。

とっても短い時間ですが次回もほっと岡山の香り空間でお待ちして

います。

▼受けられた方のご感想
・気分転換にアロマテラピーをしてもらいましたが、普段自分が無意
識に息を止めてしまう傾向があるなど、マッサージをしてもらいなが
ら、なかなか気づけなかったクセが見えてきたりと、心と身体の両方
がリラックスできるひと時を過ごせました。ありがとうございました。
・大谷さん、いつもありがとうございます。マッサージ台があって、とて
もリラックスしました。あたたかさが身体に入っていきました。感染予
防対策をしてくださり、安心して参加できました。

9/3（金）
大谷先生の
アロマテラピー&
 リラクゼーション

参加者の方、無心で作られていました。

Youtubeチャンネル
アロマケア

 2021年10月号 ほっとおたよりNEWS4 5



震災より10年が経ち、岡山県には現在も
927名の方が避難者登録をされています。
県内27市町村のうち、17市町に避難者の方
がお暮らしであることが、自治体調べで把握

されています。この数は、「全国避難者情報

システム」に登録されている人数になります

が、実際の数とズレが生じている可能性が

あることが支援を通じてわかりました。登録

をしていない避難者の方、何らかの原因で

外れてしまった方もいらっしゃるかと思います

ので、実際には、恐らく17を超える市町村に
いらっしゃるかと思います。

日頃、私たちの相談窓口やアンケートなど

でお聞ききした要望なども踏まえ、各市町に

お住まいの避難者の方が安心して暮らせる

よう、避難者の方に向けたご理解の継続を

お願いに訪問しました。コロナの影響もあり、

当初予定していた春から時間が経過した時

期になったり、緊急事態宣言で一時休止し

ているところですが、行政およびほっと岡山

で把握している避難者の方のお住まいの自

治体21市町、および一部市町社会福祉協
議会へ訪問を予定しています。

岡山県域のそれぞれの地域を訪れてみ

て、避難された方、移住された方たちがここ

に今住んでいるのだな、地域の役場も馴染

みあるところになっているのかなと、思いを馳

せながら訪れました。

簡単ですが、訪れた際のレポートをお届

けしたいと思います。前半は、緊急事態宣言

前に訪れた12市町村16箇所です。各市役
所を訪れた際にみつけたご当地ショットもお

届けします。

庁舎のランプシェードが市
花「ふじ」

市役所入口の柱には備前
焼のタイルが一面に。いた
るところに備前焼。

岡山県内の避難者数が岡山市に次い
で多い総社市です。

日本一の川柳の町、久米
南町。いたるところに歌碑
があります。

亀甲駅そばの町役場。亀
のかたちの時計発見。

美作は盆栽が有名なので
しょうか。りっぱな松が出
迎えます。

市役所隣にある社
会福祉協議会。さ
まざまな相談窓口
がここにあります。

危機管理課カ
ウンターで見つ
けた赤べこと
起き上がり小
法師。

岡山県全域

岡山県内の
避難者支援担当窓口を訪ねました

1日目 8/16（月）雨 2日目 8/18（火）雨 3日目 8/19（水）雨

5日目 8/24（火）曇り

7日目 8/27（金）晴れ6日目 8/26（木）曇り

4日目 8/23（月）晴れ

大雨による影響で引き続き

注意が必要な中でしたが、高

梁市・吉備中央町の避難者支

援にかかわる担当部署へ伺い

ました。

インターン生とほっと岡山スタッフ2名の計3名で伺い
ました。この日は地域の福祉や災害支援にも取り組む社

会福祉協議会もあわせて訪問しました。西日本豪雨災

害の被害が大きかった箇所を含む地域のため、親身に

避難者の現状を聞いてくださいました。

大雨による影響が心配な日でしたが、東

方面の3自治体を訪問しました。

市役所入口には西日本豪雨災害の様子を示

すプレートが展示されていました。条例で大規模

災害時の受け入れ支援を表明する総社市を訪問

しました。

避難者が県内で3番目に多
い地域、倉敷市。被災者相談

窓口とは別の部署を訪問しまし

た。

6日目は再度県北を訪問しました。走行距離、135km。遠く離れた岡山県内各地で、避難者の方が
お暮らしなんだと、移動する車から景色を眺めながら思いを寄せました。

もう一人のインターン生と一緒に県北地域の自治体を訪問しました。将来、自治体職

員を希望している学生さんだったので、目をきらきらさせながら一緒に訪れました。

8/16（月）～27（金）

①高梁市福祉課
発災直後から避難者受け入れを表
明していた高梁市。その後の支援に
ついてうかがいました。また移住定
住の担当部署「住もうよ高梁推進
課」でも、「そのまちで生活をする」こ
とについて、移住コンシェルジュが相
談にのってくれるとのこと。心強いで
す。

②吉備中央町総務課
高梁市から西へ山を登ると、高原地
帯のように広がる吉備中央町。こち
らへ移住した方たちの動向について
うかがいました。避難者の受け入れ
は市民課で把握しており、移住・定住
は定住促進課が対応しているとのこ
とです。

③倉敷市社会福祉協議会
被災地ということもあり、被災者、避難者の生活再建の道のりや
支援のあり方、被災後の環境の変化による孤立の問題等につい
てお話をうかがう機会にもなりました。

⑥赤磐市暮らし安全課
阪神淡路大震災の時も神戸から避難者を受け入れ
た赤磐市。岡山に移住者が多いことや、長期避難、
広域避難について現状も照らし合わせながらお伝
えしました。

⑫総社市危機管理室
これまで積極的に避
難者支援、移住支援
に取り組んできた総
社市。あらためて振り
返り、引き続き避難者、
移住者の方へご理解
の継続をお願いしまし
た。

⑯倉敷市防災推進課
倉敷市で把握している避難者の方に向け
て、現在も情報提供を継続しているとのこ
と。以前は被災者支援カードも発行して、企
業等の協力もあったそうです。私たちのア
ンケートでも「倉
敷市で交流会を
やってほしい」お
声が複数あったの
で、その旨お伝え
しました。

⑬久米南町総務企画課
移住希望者が多かった2013～2014
年頃に、こちらの町役場へ移住支援
のお願いにうかがったことなどを思
い出しました。現在も移住支援に力
を入れている自治体です。

⑭美咲町くらし安全課
美咲町の立地や地域の様子、文化について
丁寧に教えてくださいました。避難者の登録
は現在0の町ですがこの機会に訪問しまし
た。埋もれた観光スポットがいくつもありそう
な地域でした。

⑮美作市危機管理室
避難者登録されている方は少
ない地域ですが、引き続き避
難者へのご理解をいただきた
く訪ねました。見守り等のご
協力をお願いしました。

⑨津山市社会福祉協議会
地域福祉を真ん中において活動する社協さん。今
回の訪問について、他の部署とも情報共有をして
連携を図りながら支援したいとのお返事をいただき
ました。

④倉敷市市民課
倉敷市は「東日本大震災で被災された
方の被災者総合相談窓口」（電話086-

426-3140）を現在も開設しています。西日
本豪雨災害の被災者窓口と並んで設置
されています。

⑦備前市危機管理課
避難者数は届出に
よって把握されている
とのことですが、他の
自治体でのご意見同
様に、実態はあまり見
えないとのお話をうか
がいました。

⑩津山市生活福祉課
避難者が誰か、状況などもなかなか見えないとのお
話をうかがい、岡山のみならず、全国各地の避難者
の様子などをお伝えしました。また、過去に津山で
交流会などを開催してきたことなども振り返りなが
ら、今後もご協力いただけるようお願いしました。

⑤総社市社会福祉協議会
市が移住支援に力を入れてきたことなどについて意見交換。住ん
でいる地域で受け入れられるようにしていきたいとお話をいただき
ました。

⑧瀬戸内市危機管理課
「避難」や「移住」について、また避難者の方のご
様子も時間の経過とともにより個別化が進んでい
ることを踏まえ、今までの動向を説明しました。親
身に聞いてくださいました。

⑪真庭市危機管理課・福祉課
市役所の各窓口がわかりやすかったり、危機
管理課の窓口は防災グッズも展示され、情報
閲覧スペースが充実していることが印象的で
した。今回は危
機管理課、福祉
課の方も同席さ
れて、地域とと
もに見守りされ
てきたご様子を
うかがいました。

「全国避難者情報システ
ム」へ、「登録している」
「登録しているかわからな
い」などございましたら、
お住まいの担当窓口へ
お問い合わせください。ま
た、登録について不明な
点がございましたら、お気
軽にほっと岡山へご連絡
ください。

8月後半にうかがった16自治体等担当窓口で
は、現在は大半が「お問い合わせや相談はほぼ

ない状態」とうかがいました。避難者の方が現在

お住まいの地域で、暮らしが落ち着かれてきたご

様子かと拝察しました。一方で、お困りごとを抱え

ている場合には、どこに相談したらよいのか悩ん

でいる方もいらっしゃる可能性も考えられました。

ほっと岡山へお寄せいただくアンケートの回答や、

相談に訪れる方からうかがったこと、そして同じよう

に全国に避難されている方のご様子などから、そ

の可能性が考えられます。

また、いくつかの市町役場では、実際に把握し

ている人数と、「全国避難者情報システム」に登録

されている数とが一致していないことがわかりまし

た。

後半もまたコロナ禍が少し落ち着いた機会に

訪問する予定です。伝えてほしいことやご意見ご

感想など、お気軽にお聞かせください。みなさんが

お住まいの地域で、日々安心して暮らせることを

願っています。
「ふだんのくらしのしあわせ」
の言葉にしみじみしました。

危機管理課窓口に貼られてい
た地震発生確率の地図。

いろんなスペースがある大
きな市役所。
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こころのオアシス

自分の長所、短所をリフレーミングしてみることも自己

肯定感を高めるためおすすめですが、他者の長所、短所

をリフレーミングできると、人間関係のストレスが軽減さ

れることもあります。

また、今回は性格面におけるリフレーミングをご紹介し

ましたが、この世の物事には1面だけでなく、違う面から見
ると別の見方ができるということはたくさんあります。日常

生活でも見方を変えてみるということを意識してもらえる

と、嫌な出来事もポジティブにみえることもあるかもしれま

せん。

リフレーミングをすることによって、少しでも気持ちが楽

になったり、晴れやかな気分になったりすれば、どんな言

葉でも大成功と言えるでしょう。リフレーミングを上手に

使い、気分や感情をコントロールしてみてください。

リフレーミングとは、心理学用語で、「物事を見る枠組

み （frame） を変えて、同じ物事を別の枠組みで見直して
みる （re-frame）」ことです。

ものごとを見る視点のことをフレーム（f rame）といいま

す。メガネやカメラにあるのでピンとくる方も多いのではな

いでしょうか。そのフレームに「リ（Re）」が頭にくることに

よってそのフレームを変えるという意味合いになります。

要は、ものごとを見たり考えたりする見方の角度を変え

るということです。同じものを見ていても、人によって捉え方

が違うものです。見方を、ネガティブではなく、ポジティブ

に考えましょう。というのが、リフレーミングという手法です。

『半分水が入ったコップ』を

想像してみてください。それを見

て、皆さんはどう思いますか？ あ
る人は“まだ半分も水がある”と

思うかもしれません。またある人は“もう半分しか水がな

い”と思うかもしれません。同じものを見ても物事の感じ方

がずいぶん違っているのがわかりますよね。

このように、出来事は同じであっても見方を変えるだけ

で、物事の感じ方や捉え方を大きく変えることができます。

例えば、自分の性格で短所は思い浮かぶけど長所が

思いつかない…。なんて思う人も多いのでは？

長所が思い浮かばないのは、自分の性格をネガティブ

に捉えているだけかもしれません。なぜなら「短所」と「長

所」は表裏一体です。同じ物事でも、人によって見方や

感じ方が異なり、ある角度で見たら「短所」になり、また

「長所」にもなります。

野崎詩織（臨床心理士・公認心理師）

みなさんは、
リフレーミングってご存知ですか？

No.11

　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。

テキスト・写真＝三谷麻由紀

　総社市の国分寺といえば、 五重塔と 
ともに レンゲ畑や桜・ヒマワリなど季節
の花が咲く美しい風景が有名ですね。

　国分寺は、奈良時代741（天平13）年、 
聖
しょうむ

武天皇の発
ほつがん

願により全国各地に建立

されました。目的は現在のコロナのように

当時大流行していた天然痘の平癒や、

政治の混乱を治めることでした。

　当時の備中国分寺は中世に入り廃寺

となり、現在の国分寺は江戸時代中期に

再建されたものです。

　普段は閉じている五重塔は、年に一

度GWのれんげまつりの時期に特別公
開されます。境内の小さな休憩所には、

総社市観光案内のパンフレットや国分

寺の資料がありますよ。総社市の地産

地消のお菓子や甘酒などを販売してい

るので、一服して休憩・おやつタイムも。

◎オマケ情報
岡山県内には、他に美作国の国分寺が津山市
にあります。
備前国の国分寺（赤磐市南西部）は廃絶して、現
在は「国分寺跡」が国の史跡に指定されていま
す。

総社市上林1046

備中国分寺
びっちゅうこくぶんじ

第
四
回

神社お寺巡り

三谷麻由紀 | Mitani Mayuki
ご縁のある神様とつながる神社を調べる「産土神社・自
宅の鎮守神社通信リサーチ」、対面やオンラインで数
秘術・アロマ・カードなどを使ったお悩み
相談や講座をしています。
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！

　「お菓子をくれなきゃいたずらするぞ」

Halloweenの日はおもてなし（treat）してくれなかったら、いたずら

（trick）をしても良いことになっています。

「いたずらをする」は、“play a trick”と言います。
ただし、

「いたずら」では、“prank”
「いたずらをする」“play a prank”
「いたずらっこ」“prankster” のほうがよく使われます。
　“Trick or Treat.”と言われたら、“Happy Halloween!”「よ
いハロウィンを」または“Treat!”「おもてなしするよ」と返して、お
菓子をあげます。漫画では、大人がいたずらをしてしまっていま

すが、これはNGです。

「ハッピーハロウィーン」「トリック・オア・トリート」

「あの人、私たちより怖いよね」
「でも大きな物くれたよ」

「だまされた！」

テキスト・漫画＝西川景子
TIMES

Trick or Treat

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

《短所》「飽きっぽい・諦めが早い」
　⇒《長所》「気持ちの切り替えが早い」
＊「気持ちの切り替え」はストレスをため込まないためには
大切な能力。

《短所》「いい加減」⇒《長所》「おおらか」
＊あまり物事を気にしない。

《短所》「優柔不断」
　⇒《長所》「他人の意見を尊重する・協調性がある」
＊優柔不断ということは、協調性があり周囲に気を配って
いることにつながる。

《短所》「能天気」⇒《長所》「明るい・前向きな性格」
＊周囲を明るくできる能力があるならポジティブに考えたい。

《短所》「頑固」⇒《長所》「決して諦めない」
《短所》「計画性がない」⇒《長所》「臨機応変」
《短所》「心配性」⇒《長所》「用心深い」
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感染下での安全な避難
「困難」 新潟県原発

検証委 検討継続求める
（新潟日報2021.08.18）

原発の安全性を巡る新
潟県独自の「三つの検証」
の一つで、重大事故時の安
全な避難方法を検証する
避難委員会は１７日、新潟市
中央区でオンライン会合を
開き、新型コロナウイルスが
感染拡大する中での避難
対策など四つの課題の中
間報告をまとめた。感染対
策については、換気を必要
とする感染症予防と、被ば
くを防ぐ屋内退避とは両立
しがたいなどと指摘。「現
時点では感染を避けなが
らの安全な避難は困難」と
結論付けた。

「原発事故による内
部被ばく少ない」　

乳歯の放射線量調査 福島
県歯科医師会など中間結
果

（福島民報2021.08.24）

東京電力福島第一原発
事故を受け、福島県内の子
どもの乳歯に放射性物質
がどの程度取り込まれた
かについて確かめる調査
で、県歯科医師会などの研

究チームは２３日、原発事
故発生前と発生後に形成
された歯の放射線量に差
はないとする中間結果を
初めて明らかにした。２０２
０（令和２）年までの調査段
階では「原発事故による内
部被ばくは少ないと考えら
れる」との見解を示した。

借り上げ住宅などの
無償提供を１年延長　

大熊町と双葉町の避難者
対象 福島県

（福島民報2021.09.04）

福島県は東日本大震災

と東京電力福島第一原発
事故に伴うアパートなどの
借り上げ住宅、仮設住宅に
ついて、福島第一原発が立
地する大熊、双葉両町から
の避難者への無償提供を
２０２３（令和５）年３月末まで
１年延長する。３日に県庁
で開いた新生ふくしま復
興推進本部会議で決め
た。
両町の大半は帰還困難

区域で、町内での生活再
建の見通しが立っていな
いと判断した。国の基準
で提供は原則２年だが、１

年以内の延長が可能。原
発事故発生後、延長は１０
回目。
延長されるのは大熊町

の５１６世帯９０２人、双葉町
の３１７世帯５２８人。このうち
双葉町の３世帯５人は郡山
市の仮設住宅に入居して
いる。

福島のモニタリングポ
スト耐用年 数 超え 

部品交換し態勢維持へ
（NHK NEWS WEB 

2021.09.05）

東京電力福島第一原子
力発電所の事故後、国が福
島県内の学校などに設置
した放射線量を測定する
「モニタリングポスト」につい
て、原子力規制委員会は住
民の不安解消につながる
として当面態勢を維持し、
今年度から１０年程度かけ
て部品交換などを行う計
画。
「モニタリングポスト」は
福島第一原発の事故後、国
が福島県内の学校や保育
施設などを中心におよそ３
０００台設置し、その後も年
間６億円かけて点検やメン
テナンスを行って測定態勢
を維持している。

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8月18日～9月5日

『なぜ僕は瞑想するのか 
ヴィパッサナー瞑想体験記』
著者：想田 和弘／出版社：ホーム社（2021/4/26）

「選挙」や岡山の精神科診療所ドキュメンタリー映画「精

神」などを撮った筆者が、千葉で10日間の合宿コースに参加し
てきたという話でした。外界との情報などを遮断した状態で一

日10時間集中し、自分の体の感覚や喜怒哀楽の感情だとかそ
ういったものを深く見つめていった先にどういった体験があっ

みなさんのオススメ本
このコーナーは、みなさんからのオススメの本をご紹介します。昔読んだ本でも大丈夫です。ぜひご紹介ください。

投稿は、ほっと岡山のメール（hotokayama@gmail.com）までご連絡ください。

たか、という内容です。

普段ごく普通の生活をしていると中 こ々のような特殊な状況

には身を置く機会はないので、興味深い話だなと思いました。

そして筆者は俗世と隔絶された合宿体験後に、ラーメンや

ビールなど以前の生活にあったものに接していくのですが、その

際それはどのような感じになるか、またツイッターで政治思想的

に相容れない意見を持った相手と対峙すると以前とはどのよう

な違いがあったか、など、合宿の前後での違いがちょっと面白

かったです。（K） Kさんは、新聞各社の記事をスクラップしてくださっています。

ほっと岡山からのお知らせ

相談の流れ
昨年度まで毎月第１金曜日に司法書士によ

る法律相談の日を設けておりましたが、今年度

よりご相談を随時受付ます。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。

ご希望の方は、ほっと岡山事務局までお気

軽にご連絡ください。

法律相談のご案内

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

大谷先生によるアロマテラピー＆リラクゼーションを毎

月第1金曜日（午前10時～午後4時）に開催しています。

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

電話にてご予約ください。お早めにどうぞ。

●日時 毎月第1金曜日 午前10時～午後4時
●癒し時間 約30分間
●予約時間帯
①10時～ ②11時～ ③1時～ ④2時～ ⑤3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

 アロマセラピー＆リラクゼーション
大好評受付中！

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

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（午後10時～午

後4時）

メール：hotokayama@gmail.com
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芋煮愛あふれる「いもにスト」
「いもにマイスター」を募集します！

いもに会の当日、一緒に芋煮をつくったり、芋煮話をお
きかせいただいたり、芋煮の魅力を伝えてみませんか。
ちょっとやってみようかなと思ったら、ぜひ、お申し込み
ください。
●お申込み 参加のお申し込み時にお知らせいただく
か、参加お申込みフォーム内のチェックを入れてくださ
い。

避難元も避難先も、スタートラインもそれぞれだけれど、あの時をきっかけ

に、「避難」といった同じような経験をした私たち。時間の流れとともに、いろ

んな気持ちがあらわれます。

ほっと岡山では、5年前から福島県内で交流会を開催してきました。
そこには、福島県から各地へ避難した方たちが集まります。

年を追うごとに、顔馴染みができたり、「違うところに避難した人たちの暮

らしが励みになる」「これからのことについて、参考に話を聞きたい」といった

お声が増えていきました。同じような経験だから、話しやすいこともあるかも

しれない。分かちあえることもあるかもしれない。そんなふうにかたわらで感

じました。

あれからさまざまな土地で、それぞれの日々 を過ごしてきた一人ひとり。安

心した場で、お互いの思いや体験、願いを聴きあい語りあいませんか？

昨年、「また会おうね」という言葉で会える「再会交流会」を開催しまし

た。

今年はオンラインでの交流会です。

また会う人も、初めましての人も、ご一緒しませんか？

全国各地からのご参加を心よりお待ちしています。

新型コロナの「緊急事態宣言」や「まん延防止」「デルタ株」などなど…安心して皆さ

んとお会いする機会が激減しています。でも、皆さんとお会いしたいし、一緒に「いもに

会」を楽しみたい！

そこで、中継！ ほっといもに会を開催します！
芋煮をテーマにオンラインで一緒に楽しみませんか？ お申し込みを待っています！

今回の“中継！
ほっといもに会”とは⁉

当日、知る人ぞ知る某シェフ＊

が芋煮を作りますので、その様子をみんなで見ながら､あるいは一緒に作りながら､

芋煮談義から近況などをわいわいおしゃべりしましょう！

＊シェフのお名前は次号のほっとおたよりNEWSで発表します。

お申込みいただいた参加者全員に愛媛県の芋煮をお届けします！
愛媛県の芋煮「いもたき」は、山形県中山町の

「芋棒煮」、島根県津和野町の「芋煮」と並んで、

日本三大芋煮のひとつに数えられ、大洲市の里芋

をメインに油揚げ、こんにゃく、椎茸、鶏肉などを煮

込んだ郷土料理です。

●日時 2021年11月28日（日）
午前10時30分～12時30分
●場所 オンライン（Zoom）
●内容 オンラインいもに会
●対象 避難元に限らず避難・移住された
方、一般の方
●参加費 無料
●お申込み・お問合せ
一般社団法人ほっと岡山まで、電話・メール
等でお気軽にご連絡ください。
また、右のQRコードからもお申
し込みができます。
●お申込み締め切り
10月31日（日）までにお申し込みください。

●日時 2021年11月27日（土）
午後1時30分～4時30分
●場所 オンライン（Zoom）
●内容 全国各地に避難した方たちとの交
流会
●対象 避難・移住された方（避難元・避難先
問わずどなたでも）
●参加費 無料
●お申込み・お問合せ
一般社団法人ほっと岡山まで、電話・メール
等でお気軽にご連絡ください。
また、右のQRコードからもお申
し込みができます。
●お申込み締め切り
11月14日（日）
＊準備の都合上、お申し込みをお願いします

芋煮といえば
河原！

私も作ります！

ほっと岡山スタッフ 某シェフ

一緒に
作って

みませんか？

あれ？
全部入れた
よね！

ほっと岡山がリアルタイムで作ります。
お楽しみに！

はっとりさん！
ネギ入れるの
早すぎだよ！

シェフの
芋煮

うまそー！

秋の語らい ほっとイベントについて、「ほっとおたよりNEWS 9月号」
チラシでは、みなさまにもお集まりいただき実施する内容でご案内いた
しましたが、全国的な新型コロナウイルス感染の収束が見られず、岡山
県内の感染者数も連日発表されている状況の中、「食」を伴うイベント
開催の是非について、検討を重ねてまいりました。その結果、コロナウイ
ルス感染症へのリスクを減らし、皆様が少しでも心が穏やかな生活を
送れるようにオンラインで開催することとしました。他の地域の方との

交流や河川敷でのいもに会を楽しみにされていた方もおられたと思い
ますが、ご理解いただけましたら幸いです。私たちもオンラインにはなれ
ない部分がありますが、可能な限り皆様にご不便を感じないよう実施し
てまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染状況等により、予定を変更・中止する
場合がございます。予め、ご了承ください。

令和3年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金

ふくしま県人会イベント

秋の語らい

2つの
イベントに
ついて

　秋の語らい

ほっと
イベント
① 再会交流会

また会う人も はじめましての人も

「オンラインはわからない」「やったことがない」「インターネット環境がない」など、オンラインのご経験が

ない方や少ない方、不安な方もおられるかと思いますが、当イベントでは希望される方を対象に、ほっ

と岡山スタッフによるマンツーマン等での「ゼロからわかるオンライン参加」を実施いたします。

場所はご自宅、ほっと岡山など。インターネット環境がない方には、通信機器一式の貸し出しも行いま

す。お気軽にお電話またはメールでご相談ください。これを機にオンラインイベント参加を楽しんでみ

ませんか。

オンラインでの開催について

　秋の語らい

ほっと
イベント
②

中継！ほっといもに会  参加者  募集中！！
現地開催から、

オンラインのみに
変更になりました。

お茶とお菓子を
お送りします！

ご一緒しましょう。

3.11をきっかけに、

全国各地に避難、

移住された人たちと

一緒に会いませんか？

残したものの
ことが心配。

今、ここに
いるよ。

暮らしに
慣れた？

大きな
決断だったよね。

私だけ、
なのかな。

また
会おうね。

これからの
ことが
もやもや。

みんな、
どうしているかな。

行ったり
来たり

しているよ。

今、どうしている？

これから
どうする？

ここにいても
いいよ。
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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
10/6、13、20、27

 子どもの居場所「ひみつきち」
毎週水曜日の夕方4時30分～6時、ほっと岡
山交流スペースにて開催。10月23日（土）午
前10時～午後3時ハロウィンパーティーを開
催します。オンライン学習支援の予定は、カレ

ンダーまたは、メールマガジンをご確認くだ

さい。みなさまの参加をおまちしております。

毎月第1金曜
10/1（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 午前10時～午後4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 

①午前10時～ ②午前11時～ 

③午後1時～ ④午後2時～ 

⑤午後3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30日午後4時）

毎月第2土曜夜
10/9（土）

  避難者オンライン交流会
毎月第2土曜日の午後7時30分～9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。

●フォーム 右のQRコードより
お申し込みください。
（締切：10月8日午後4時）

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
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）午前10時～12時（9時

45分～ZOOM入室可）

10月からねっこぼっこが会員制となり、一律
の会費が必要となりましたが途中からの参

加も可能です。単なる工作教室ではなく、手

しごとやモノづくりを通して安心して交流で

きる場になればいいなと思っています。（＊途

中からご参加の場合でも会費の金額は変わりま

せん。ご了承ください）

毎月最終木曜日
10/28（木）

 ミニ交流会くるくるお茶会
10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 午前11時～午後3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2回］11/17（水）

 あーとのじかんねっこぼっこ
11月のねっこぼっこは、北欧の装飾品、光と
影のモビール「ヒンメリ」を作りたいと思いま

す。冬が近づき日照時間も少なくなりますが

窓辺にご自身で作ったヒンメリを飾って

“ほっこり気分”で冬をお迎えしましょう。

●日時 11月17日（水）午前10時～12時（9時

45分～ZOOM入室可）

イベントのお知らせ
10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

9.26 27 28 29 30 10.1 2

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

●PM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
　（オンライン学習支援）

3 4 5 6 7 8

●相談員：宮岡（義）

●くるくるお茶会・
　アロマ

●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

10 11 12 13 14 15 16

●AM相談員：宮岡（義）

●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 ●ひみつきち

●ひみつきち
　（オンライン学習支援）

17 18 19 20 21 22 23

●相談員：宮岡（義・篤）
●くるくるお茶会・
　アロマ

●PM相談員：大和田
●連携団体主催
　ふるさと交流会（郡山）

●相談員：はっとり
●被災者健診
　岡山協立病院

●ねっこぼっこ
●ひみつきち
　（オンライン学習支援）

24 25 26 27 28 29

●ユースプロジェクト
　2021

●音楽×
防災講演
（オンライン
開催）

●相談員：はっとり
●被災者健診
　岡山協立病院

●ひみつきち
　ハロウィンパーティー

30

●AM相談員：はっとり ●ひみつきち

●11/21ふるさと交流会
　申込締切

●相談員：宮岡（義） ●大谷先生の
　アロマテラピー
●被災者健診
　岡山協立病院

31 11.1 2 3 4 5 6

●相談員：はっとり

9

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。

●篤子さんのpc、アプリケーション壊れ
てアプリケーションの再インストールし
ても治らない、次はOSを再インストール
になったのでバックアップのためにhdd
を探してみたけど単純にpc-usb-hddで
は、便利にならないので、NASにした。
4TB2個付いたやつ、LANケーブルをつ
ないで、電源入れて、ソフトウエアをイン
ストールして、手間だけど難しくはない、
バックアップしたら2TB使った。ネット
ワーク環境も古くなっているので新しい

ものに変えたい。（宮岡義人）

●毎年、七宝焼の絵をひとつ作るんで
すが。今年は海をモチーフに作っていま
す。お魚とヒトデと海藻など描いてます。
そしたら、いっしょに習ってるお仲間に、
「水族館できたの？」と言われ。海なの
になぁ、と思って。ちょっとモヤッ。でも
可愛いって、言ってくれるし、うれしくもあ
り。あっ！タイトルアクアリウムにしよう
かな。いいかも～。（宮岡篤子）

●今年の5月からほっと岡山で事務をし

ている木原でございます。私は2011年
に福島県から岡山に避難してきました。
岡山での生活は10年を超えました。そ
の間、県内で5回ほど引っ越しをしてい
ます。理由は家族の仕事の都合が2回、
学校の都合が1回、西日本豪雨の影響
が2回でした。
西日本豪雨では真備で被災し住宅全
壊のため、みなし仮設住宅に入り、昨
年、現住所に引っ越しました。しばらく
は次の引っ越しはないと思います。どう
ぞよろしくお願いします。（木原）

●中学生の頃からひどい頭痛持ちで、
いろんな治療や病院にも行ったのです
が、人生振り返るとあまり改善されてお
らず、痛いのはなんとも辛いものです（ま
さに今頭痛なう。低気圧に恐ろしく注意を
払っていますが、なかなかうまくいきませ
ん）。一番大切なのは、日々自分の体を
大切に心がけることなのですが、根本
のそこがなってません。大反省。体調を
整えるべく始めた合気道もコロナでお
やすみ（自主練もやってないし）。本腰入
れて大切にします。誓。（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

◎司法書士による法律相談は随時受け付けます。ほっと岡山事務局まで、お気軽にご連絡ください。
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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…

「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

○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］

［メール］hotokayama@gmail.com

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
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