
「あーとのじかんねっこぼっこ」
で参加者のみなさんと「ハロウ
インのランタン作り」。ハロウィ
ンの夜にぴったりのランタンが
出来ました。
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［今月の内容］
ほっと岡山レポート
わたしとソウルフード
こころのオアシス
ニュースダイジェスト
新聞記事から考える。
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

［今月の内容］
ほっと岡山レポート
わたしとソウルフード
こころのオアシス
ニュースダイジェスト
新聞記事から考える。
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

原発事故の現在地｜ 原発事故被害の「否認」を乗り越える
～不可視化の構造に抗うために～ ｜
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た。「復興五輪」を掲げたのに、福島県民の

6割近い方が「復興五輪」としては伝わらな
かったという厳しい評価をしています。

　全国でゆっくりと大震災が起きているよう

な感染爆発の状況下で、現実とは全く乖離

したオリンピックが続いていました。オリン

ピック後の小池都知事の発言「安心安全

な大会」「やり遂げられた」「感染は想定内

だ」といった言葉、あるいは丸川五輪担当相

の「学校連携プログラム」「教育」といった

枠組みの中で、美しい言葉が使われ、多くの

人の被害を見えなくしていました。

　原発事故当時のフラッシュバックを起こ

してしまうような、つらい方もいらっしゃると思

いましたし、私自身も、どう自分を保っていけ

ばいいのかと悩むほどでした。そして、この状

況を見て育つ若い人がどういう思いでいるか

心配にもなりました。

栃木県における原発事故

　私は、原発事故後、福島県から栃木県に

避難してこられた方、その交流会のお手伝

いをすると同時に、栃木県北の地域のセシ

ウム汚染が深刻であったことから、復興庁

に要望書などを届けたりしてきました。

大切にしていたことは、被害を受けた当事者

の声を聞くことです。自分自身でも、表現しき

れない多様な立場の人がいらっしゃる。だか

らこそ、じっくり話を聞くようにしてきました。

　現在、事故当時子どもだった学生たちと接

しています。当時、大人が右往左往していた

頃に子どもだった世代です。「栃木避難者

母の会」が、証言集を作ったのですが、その

証言集を、学生たちと授業で読む活動を続

けています。また、「ふくしま30年プロジェク
ト」も関わっておられる、土壌測定プロジェク

トが作成したマップを学生たちと見ることも

あります。栃木県も汚染が深刻な地域で、

県北が特に汚染されました。観光産業や一

次産業の多い地域で、ずっと原発事故のこ

とが話しにくい。タブーのままです。

　放射性ヨウ素の拡散は、2013年国連機
関が出した拡散予測のシミュレーション動

画があり、栃木県にも濃くかかった時期があ

ることが分かります。しかし、栃木県の事故

戦争とコロナ禍と原発事故

　大学生の時に、アウシュビッツ収容所を

訪れたことがきっかけで、なぜ国家は市民を

優先的に守らないのか、ということを研究し

てきました。「ガス室で殺されたら」というこ

と以上に、「公務員になっていたら、虐殺する

側に加担していたかもしれない」と思いまし

た。犯罪に普通の市民が手を染めてしまう

ということがショックだった。それ以来、「な

ぜ、そういうことが起きてしまうのか」というこ

とを考えています。

　現在のコロナ禍の政策の失敗は、76年前
の戦争となぞらえられることが多いと思いま

す。戦争では、国内外に非常に多くの犠牲

があり、人命が軽視されました。

　毎日新聞が戦後70年の時に出した資料
（「数字は証言するデータみる太平洋戦争」）1を

見ると、日本軍兵士は、戦病死や飢餓で数

多く亡くなっています。若者たちを戦場に連

れて行き、勝てる見込みのない中で犠牲に

しました。その人たちが6割もいるんです。
　現在のコロナの政策の失敗も、「インパー

ル作戦」と言われます。この作戦でも、全く

勝ち目もない、食料の補給もない中で、参加

した約10万人の兵士のうち、約7万人が死
傷しました。NHK「戦争証言アーカイブス」
に詳しい記録があります 2。
　そして、犠牲者がいつ多く発生したかを見

ると、1944～45年、負けるとわかった段階で
増えています。負ける戦争で、いわゆる特攻、

兵士を爆弾と一緒に突っ込ませるという、他

の国にはほとんど採用されなかった方法で

人を殺してしまった。また、日本だけではなく、

海外の方、朝鮮半島などの日本の植民地の

住民など、そういった方々の被害の証言3も、

NHK「戦争証言アーカイブス」に記録され
ています。

　問題は、それだけ戦争で被害が出たにも

拘わらず、戦後も政策的な失策で、さまざまな

被害が広がってしまったことです。原発事故

でも、多くの被害が出て、人 が々苦しみ、失っ

た故郷を取り戻せずに不安の中で生きてお

られます。それは、戦後も「戦争被害受忍論」

を押し通してきたことと共通点が多くあると

思います。

　「戦争被害受忍論」とは、国は民間人の戦

争被害に対して、法的義務を負わないという

考え方です。最高裁判決も出てしまい、その

後もそれを踏襲して、民間人の戦争被害補

償をしていません。でも、軍と雇用関係に

あった方は、アメリカの占領が解けたあとは、

補償されていて、支給額は現時点で60兆円
を超えている。

　なぜこういうことが起きてしまうのか。当時

の最高裁判事である田中二郎氏は、「みん

な国に賠償しろ、補償しろと言ったのでは、

国としても成り立っていかない」と言い、民主

党政権下で元厚生労働大臣だった長妻昭

氏からは「あの戦争が国として正しかったの

か間違っていたのか、その総括が一切ない

まま、補償というのはできない」といった発言4

がありました。総括をしないで被害者を切り

捨てていくのは、原発事故と似ています。

　そのため、戦争被害者、原爆被害者も、

公害被害者も、ずっと裁判をしないと被害が

認められない。原発事故後、再び、そういっ

た犠牲者が生まれてしまったのに、社会に

住むマジョリティの人 は々「事故はなかったこ

と」として進もうとしてきた10年間ではないか

と思うのです。政治・政策の失敗によって多

くの犠牲が出たことを、真摯に向き合い、より

よい社会にして次に引き継ごうとしていたら、

コロナ禍もここまで深刻にはならなかったの

ではないでしょうか。

不可視化される被害
コロナと原発事故

　昨年、コロナの危機対応として、初期の動

きが遅れ、政府は、被害があるのにないかの

ように振る舞いました。世界でダントツPCR
検査が少なく、実態が見えない。市民側も、

被害を見たくない、声を上げる側が悪いとい

うことになり、自衛、自己責任、自宅に放置と

いう状態です。万が一の時には、「運が悪

かったですね」という状況になっています。

　そんな中で、東京オリンピックは開催され

ました。まさに、「パンとサーカス（見せ物）」。

オリンピックでも見せておけば、パンデミック

を忘れるだろうという考えです。

　福島の原発事故に関していうと、安倍元

首相が「アンダーコントロール」発言をしまし

◎マルティン・ニーメラーの警句
（清水先生が講演の中で紹介してくださいました）

ナチが共産主義者を襲つたとき、自分はや
や不安になつた。けれども結局自分は共産
主義者でなかつたので何もしなかつた。

それからナチは社会主義者を攻撃した。自
分の不安はやや増大した。けれども自分は
依然として社会主義者ではなかつた。そこ
でやはり何もしなかつた。

それから学校が、新聞が、ユダヤ人が、という
ふうに次 と々攻撃の手が加わり、そのたびに
自分の不安は増したが、なおも何事も行わ
なかつた。

さてそれからナチは教会を攻撃した。そうし
て自分はまさに教会の人間であった。そこで
自分は何事かをした。しかしそのときにはす
でに手遅れであつた。

 －丸山眞男「現代における人間と政治」
（1961年）

2021年8月21日、「ふくしま30年プロジェクト」主催のオンライン講演会で、宇都宮大学国際学部の准教授、清
水奈名子さんが、お話をされました。多くの方に知っていただきたいので、主催者の許可を得て、レポートします。
ぜひご一読ください。

特集 原発事故の現在地
 ̶ 原発事故被害の「否認」を乗り越える～不可視化の構造に抗うために～̶

清水奈名子（しみず ななこ）宇都宮大学国際学部 准教授
国際機構について専門的に研究し、宇都宮大学国際学部にて、
学部生と大学院生に国際機構論を教育している。「福島原発
震災に関する研究フォーラム」メンバーとして、福島県からの避
難者および栃木県の放射能汚染地域被災者への聞き取り調
査、アンケート調査等を実施してきた。近著に、清水奈名子著
「第11章 核・原子力 話しにくい原発事故の被害」（風間孝他編
『教養としてのジェンダーと平和』法律文化社2016年）がある。

–
註：
1. http://mainichi.jp/feature/afterwar70/paci�cwar/data1.html
　毎日新聞「数字は証言するデータで見る太平洋戦争」
2. https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/bangumi/movie.cgi?das_id=D0001200005_00000&seg_number=001
3. https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/bangumi/movie.cgi?das_id=D0001220046_00000&seg_number=001
4. http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4576/index.html 写真出典：清水撮影（2018年）

避難者証言集（2014年版と2017年版） 避難者から届いた手紙と修正原稿

証言集『原発避難を語る －福島県から栃木県への避難の記録』
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後の被害対策は、非常に問題が多かったの

です。ほぼ予定通り学校がはじまって、「非

常時こそ平常心で」と親たちが言われ、異様

な雰囲気でした。測定は5月くらいにはじまり
ましたが、一番高かった頃に、部活や運動

会の練習が行われてしまった。除染も8月の
夏休みです。初期に無防備なまま被ばくして

しまったことを、後から知った方がとても多い

のです。しかし、それを誰かに言えば、母親た

ちは「ヒステリックなママの戯言」扱いをさ

れたという方もいます。

　栃木県知事も、「観光は安全」という宣言

を早 に々出し、そのことによって被害につい

て話しにくくなりました。表土除去も、福島県

外は、環境省の除染メニューに含まないと、

早 に々結論を出して変えていません。また、

塩谷町には、廃棄物最終処分場も押し付け

られそうになり、町をあげて反対を続けてお

られます。

　被害は深刻なのに、見えなくなってしまう

構造がある。それは、被害・リスク軽視という

「被害の潜在化」と、人口の少ない塩谷町な

どで起こる、「問題の局在化」。つまり、共有

することが難しくなっているのです。

世論と被害者による権利回復の動き

　去年の冬に行われたNHKの調査では、
「国内の原発をどうすべきか」という問いで、

「減らすべき」が全国でも福島県でも5割で
す。「廃止すべき」は福島県のほうが全国よ

り多い。「再稼働」も、反対が高いのは福島

て立ち向かえ」と。女性たちは、さまざまな抑

圧を感じて、原発事故被害が語りにくい状

況が生まれる。放射能に関する勉強会に行

くことすら、家族の目を気にしなくてはならな

いのです。

　そこには、二元論的な女性像があります。

「社会的関心を持たない女性モデル」と「発

言する女性＝活動家」という女性像です。日

本の女性というのは、活動家か関心を持た

ない人のどちらか、という単純な枠に押し込

められてしまうのです。

　避難を続けてこられた方が、母子避難を

されていると、性別役割分業、母親だから、

母親として、という期待をされるという側面も

あります。

　そして、危機を直視しない「エリート支配」

の問題もあります。コロナ禍でも、原発事故

時にも、「パニックになるから」と言って、被害

を過小評価する。専門家とメディアが共犯

関係になりがちでしたが、メディアはもう少し

批判的になれたのではないかと感じます。新

型コロナウイルスの専門家会議の見解でも、

「無症状の人から感染する」「１年以上の長

期戦」という言葉が削除されている。その結

果、7月にはGOTOトラベルで感染が拡大
しました。しかし、自民党幹部は、「感染拡大

しても、政権に影響はないよ」と発言していま

した。政権への影響ばかり考えていること

が、今の惨事を招いているとも言えます。

　こういった社会問題は日常では話しにく

い、という問題があります。「素人が口を挟め

る問題ではない」「女は感情的だからダメだ」

と言われるということも良く起きます。「専門

家、政治家、官僚にまかせておけばいい」と

いう話になってしまうのです。その仮説として

は、「エリートは適切な判断を行うはず」とい

う権威主義的な考え方があります。

　しかし、戦争の意思決定をみても、エリー

トが本当に適切な判断ができるのでしょう

か。例えば、ポツダム宣言は1945年7月26日

県で、全国は「どちらとも言えない」が高い。

　「10年経って容認しはじめたのだろうか」
と思ったのですが、「自治体の避難計画に

国の審査は必要か」という問いには全国の

関心は高いし、「事故への不安」は、全国が

85％、福島県では89％と、非常に高い。多く
の方が、「日本でまた事故が起きるのではな

いか」と考えているのです。

　廃炉の工程についても、「順調ではない」

というのが非常に高い。「原発事故の全体

像がどの程度明らかになっているか」という

問いも、「明らかになってない」が7割を超え
ている。多くの方が、事故の全体像は見えて

いないが、廃炉が順調ではないということは

認識しているわけです。

　その一方、8月現在、9基の原発が再稼働
しています。40年を超えた美浜原発も再稼
働がはじまってしまった。これだけ地震が多

くて事故の総括も廃炉もできない日本で9基
もが再稼働している。錯綜した状況です。

　政策的失敗を繰り返し申し上げましたが、

一企業の経済活動ではなく、原発は、国策と

して進められていたので、管理体制自体も、

事故後の対策も明らかに国の失敗であった

と言わざるを得ません。

　栃木県や、避難指示が出なかった福島

県の人にお話を聞くと、事故直後、線量の情

報がなく、子どもを被ばくさせた、自分も被ば

くした、家庭菜園の野菜を食べてしまった、

に通告されていましたが、その時点で全面

降伏していれば、広島と長崎の原爆投下とい

う悲劇はなかった。しかし、人命を軽視し、

広島への原爆投下の後にもすぐに決断でき

ませんでした。そういった判断をエリートたち

がしたのです。

不可視化の構造に争うために

　これまでお話してきたような「不可視化の

構造」に抗うためには、調査と情報発信が

重要です。政府や東電が原発を再稼働し、

「あと30年で廃炉が終わる」という根拠のな
い議論をしている一方で、市民のほうが、より

現実的です。「また原発事故が起きるかもし

れない」という危機を感じて動いている方は

非常に多い。

　また、避難者、被災地住民、支援者による

記録もありますし、双葉郡の消防士の語ら

れてない被害を集めた本もあります。事故当

時、子ども世代だった人たちの回想録も、続

けて出版されています。『ありのままの自分

で　東日本大震災・福島原発事故を体験し

た母娘の選択（せせらぎ出版／渥美藍・大関

美紀）』『わかな十五歳 中学生の瞳に映った
3・11（ミツイパブリッシング／わかな）』などの本
に、非常に示唆を受けました。

　ふくしま30年プロジェクトの記録誌『10の
季節を超えて』でも、こんな風に書かれてい

ます。「それぞれが正確な情報を得て、自分

で選択する、判断する、決める。そのための、

次世代の未来につながる学びの場の提供

と情報発信」と。

　こういった思考と、行動とを連動させるた

めには、どうしたらいいのか。私自身は、知っ

てしまった者の責任があると考えています。

アウシュビッツでの経験、あそこまで残虐な

ことを人間はし得るし、私がそうなっていたか

もしれない。なかったことにはできません。

　また、世代間正義という課題もあります。

若い世代の絶望の深さを毎回考えます。コ

ロナ禍の犠牲も積み重なっていく、こんなに

事故前になかった体調の変化があった、と

いったお話があります。しかし、それらが顧

みられた政策はとられませんでした。

　栃木県では甲状腺検査がないので、民

間のボランティアが甲状腺検査をしていま

す。そのたびにアンケートをおこなっています

が、「事故時の被ばくがどんな影響がある

か」「これ以上追加被ばくしたくない」という

記述があります。しかし、こういった現状が

被災地以外の地域の人には理解されてい

ない。

　そういった状況の中で、権利回復のため

の住民活動が起こりました。市民による各

地域での連携がすすめられてきたのです。

　一方で、民間団体による甲状腺検査など、

活動が10年もたつと、継続が困難である市
民団体もあります。しかし、データを取り続け

る必要がある。「食品や公園の測定と一緒

です。データを取らずに安心しろと言われて

も無理な話です」「差別や偏見につながると

言う人もいますが、生きるか死ぬかの問題な

ので、調査するしかない」そういった被災者

の証言もあります。

不可視化の構造を捉える

　原発事故被害が見えにくくされていく、語

りにくくなるという問題は、日本社会にある

ジェンダーの問題とも深く関係があります。

男性には、「災害時には故郷に踏みとどまっ

引き裂かれた状況で、若い世代がこの国に

絶望を感じても、何の不思議もないのです。

教室に座る学生は、戦争に行った特攻に

いった世代と同じです。

　武藤類子さん（福島県三春町）は、『10年後
の福島からあなたへ（大月書店／武藤類子）』

の中で、「一度この絶望を、目を凝らして見つ

めなければならない」と書かれていて、印象

的でした。私たちは、あの戦争が間違ってい

たのか、ということを、見つめなければならな

い、そして、日本政府の決定や、市民も含めて

何が問題だったのか、この絶望的な状況を、

目を凝らして見つめなければならないと思い

ました。

　2019年の日本平和学会に、ベトナムの原
発輸出に反対運動をしてきた、インラサラさ

んが来日されました。原発輸出を止められた

のは、自分たちの力だけではない、というんで

す。「奔走した多くの方 の々活動で、コップの

水は溢れそうだった。自分たちが最後の一

滴を入れて変わったのだ」と話してくれまし

た。

　今絶望的な状況にあるように見えるけれ

ど、一方で、市民による活動が10年間続けら
れてきたことも事実です。コップの中の水は

確実に積み上がっています。あと一滴のそ

の時のために諦めずに準備をし続けること、

今しか手に入らないデータ、記録を残すこと、

経験を書き残しておくことが、社会を大きく変

える力になるかもしれません。

吉田千亜（よしだ ちあ）

1977年生まれ。フリーライター。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
̶原発事故被害の「否認」を乗り越える～不可視化の構造に抗うために～̶

◎ふくしま30年プロジェクト

東京電力福島第一原子力発電所の事故に
よる放射能飛散に伴う健康被害を最小限
に食い止めるための放射能汚染の検査体
制を確立・整備するとともに、各地で放射能
防護に関する団体と協力することで、放射
線防護に関して「自ら測り、自ら考え、自ら判
断」する社会基盤つくりに寄与することを目
的とする団体。これまでも、原発事故に関す
る交流会、セミナー等を開催してきた。

関東子ども健康調査支援基金（本部は茨城県常総市）によ
る栃木県真岡市での検査
2021年7月 清水撮影

民間団体による甲状腺検査の継続
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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。

岡山市が現在策定中の「男女共同参画社会の形成の促進に関する基本計画（第5次

さんかくプラン）」。こちらのプランは岡山市の計画ですが、国を挙げて取り組む分野でもあ

り、みなさんがお住まいの地域でもさまざまな取り組みに力が入っているかと思います。私

たちほっと岡山も、災害時でより見えやすくなる「ジェンダー格差」の解消・改善を望んでい

るため、市民の声をまちづくりに活かす機会のワークショップへ参加しました。これから策

定するプラン案について、直接意見を伝える場です。

職種も年代もさまざまな方が7名ほど参加され、積極的に多様な意見が出たあっという
間の時間でした。学生からは、「体育の授業で生理見学の理解が教師に得られにくかっ

た」「学校での性教育がタブー視されているのでは」といった意見もありました。

「災害対応における男女共同参画

推進」について、平時の問題が災害

時には色濃く現れることから、暮らし

の中の性差別を改善すること等を提

案しました。12月にはパブリックコメ
ントの募集があるそうです。見えにく

いジェンダー格差の問題、この機会

にぜひ声を届けませんか？ （はっとり）

連続講座「東日本大震災から10年 コロナ禍の今こそ！ 誰一人取り残さないジェンダー
の視点で考える防災」前期最後の第8回目、「過去の教訓を活かすために、10年を通して
見えてきたこと」というテーマでお話させていただきました。後半は、受講生とともに前期す

べてを振り返るワークショップを展開。地域の自主防災担当の方や、女性支援、子ども支

援、市議や大学生と、多様な方たちが参加されましたが、若・中年層の参加が少ない傾向

にあり、日本全国どこでも同じように、抱える課題にも見えました。

ワークショップでは、町内会長さんのお悩みも率直に聞く機会となり、知識を得るだけ

に留まらず、お互いに励ましあう場にもなるかもしれないと感じました。

後期は、抽出され

た課題をもとにパネ

ル作成となります。ぜ

ひ次年度のこちらの

講座、チェックしてみ

てください。奥深く励

ましあえる防災講座、

貴重な機会だと思い

ます！ （はっとり）

コロナの影響でなかなかみんなで

集えずですが、アロマケアコーナーも

あります。ぜひお茶会にお立ち寄りく

ださいね。下のQRコードから、いつも
のアットホームな様子がちらりと覗け

ます。

9/30（木）
ほっと交流スペース

「ひみつきち」の月2回の個別学習支援、お馴染みになってき
ました。お子さんたちもオンライン環境に慣れたご様子、一コマ

40分の時間、めいめいに教科書や宿題やプリントを先生と一
緒に取り組んでいます。やってみようかな？と気になっていたら、

お気軽にご相談くださいね。

9/11（土）

オンライン学習支援

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

のんびり毎月集っています、第2土曜日夜のオンライン交流会。9月も引き続き、東
日本大震災・原発事故をきっかけに岡山県へ避難、移住された方たちにお話をう

かがったインタビュー集『つむぐ  3.11避難者の声』をテーマに集いました。インタ
ビュー集に登場した方も参加されて、みなさんと『つむぐ…』を一緒に読みながら、

「そうそう！」「そういうこと、あったよね！」と話が盛り上がりました。参加者には遠く

宮城県沿岸部からのご参加もあり、被災経験はそれぞれですが、お互いが経験し

てきたエピソードを聞きあいました。

印象的だったお話がメディア取材のお話。避難者の方が数年前に受けた新聞

の取材でのできごとです。記者の「（避難をして）もっとも大変だったことは？」との問

いに、「原発避難について、なかなか社会の理解を得にくいことです」と回答したと

ころ、「そういうことではなくて…」と真意が通じず、結局記事には採用されなかった

そう。メディアの姿勢と役割のことをあらためて考えるお話に聞こえました。

最後に、参加者から嬉しいサプライズ。震災の経験を歌にして伝えている方（3

年前に岡山にもお越しいただきました！）で、画面越しで歌をうたってくださいました。思

わずぐっときたひとときでした。（はっとり）

学習支援担当の倉田先生。丁寧な解説が大好評！
希望にあわせた香りをブレンドしてリフレッシュ！

コロナ禍でさまざまな不安を感じたり、季

節の変わり目で疲れが出るころなのでアロ

マトリートメントで少しカラダをいたわり、リフ

レッシュするきっかけになればと思いおひとり

おひとりのご希望による香りでトリートメント

オイルをブレンドしました。

ほんのひとときですがゆる～りとリラックス

してお話できる時間となりました。

10/1（金）
大谷先生の
アロマテラピー&
 リラクゼーション

『つむぐ』をきっかけにお話ができたらいいな
と思い、企画しました

避難者の抱える悩みのこと、語りにくさのことについて説明しました

アロマケアコーナーの様子

Youtubeチャンネル
アロマケア

9/8、29（水）

いろいろな形のバスボムはお風呂が楽しみになりますね

9月のねっこぼっこは、重曹やクエン酸を使ってバスボムを作
りました。お風呂に入れるとシュワシュワ～っとなります。ラベン

ダーの香り付きでリラックス効果も期待できます。

ご参加のみなさんで楽しいお話をしながら、ハートや星の形

のかわいいバスボムがたくさん出来ました。

9/15（水）
オンライン
あーとのじかん

9/26（日）

10/2（土）

岡山市・男女共同参画社会推進センター「さんかく岡山」

「第5次さんかくプラン」ワークショップに
参加しました

岡山市男女共同参画大学

「さんかくカレッジ」専門コース
前期講座でお話ししました

男女共同参画社会。簡単に説明すると？
仕事、家庭、地域活動などの様々な分野で、男
女のどちらかに負担や責任が偏ることなく、自
らの希望に沿った形で活躍できる社会のこと
です。参画とは、単に「参加」するという事では
なく、方針の立案や決定などの「意思決定への
参加」することを指します。

 2021年11月号 ほっとおたよりNEWS6 7



こころのオアシス

わかりやすい例をあげましょう。
①ある人が、にこにこしながら「怒ったぞー！」と言ったとし

ましょう。

言葉（言語）では「怒った」と言っています。ところが、顔（非

言語）は「怒っていないよ」といっています。

では、この逆！
②ある人が、とても不機嫌そうな顔をして、「怒っていな

い！」と怒鳴ったとしましょう。

おわかりのように、言葉（言語）では「怒っていない」といっ

ていますが、顔（非言語）では、「怒った」と言っています。

　私は小さい頃お魚が苦手だったのですが、給食で食べたはらこ飯がとても美味しくて母に家で

も作って欲しいとお願いした記憶があります。

　母は青森県出身ではらこ飯のことは知らなかったのですが、どこかで作り方を覚えて、それ以来

毎年秋になると、はらこ飯を作ってくれました。

　イクラの醤油漬けも自家製でたっぷりかけて頂いていて、とても贅沢だったなぁ…と思います。

［作り方］

❶ 切身のアクをとるため、80℃のお湯をかけて氷
水でキレイに洗う。

❷ 煮汁を沸騰させて切身を入れ、アクを取りなが
ら弱火で15分煮る。→そのまま15分放置

❸ 切身は皮と骨を取り除く。
❹ 煮汁が冷めたら30分以上浸水して炊く。

つまり…

言語的コミュニケーション
その言葉どおりのコミュニケーション

例）会話や文字、印刷物など言語的なコミュニ
ケーション
非言語的コミュニケーション
その言葉ではなく、その時の顔の表情や態度全

般

例）顔の表情や声の大きさ、視線、身振り手振り、
ジェスチャーなどによるコミュニケーション

　心理学者のアルバート・メラビアン博士は、話をする人が聞

く人に与える印象がどのようなものでつくられているのか測定し

ました。その結果、話し手の印象を決めるのは、「言葉以外の
非言語的な要素で93%の印象が決
まってしまう」ということがわかりました。
 
実は、言語的な部分は1割にも満たな
い、7%しか相手に伝わらないのです。

行動態度……見た目・身だしなみ・しぐさ・顔の表情・視線
声……………声の質（高低）・速さ・大きさ・テンポ
話す内容……話している事

　さっきの例で、①にこにこしながら「怒ったぞー！」と言った人

と、②不機嫌そうな顔をして、「怒っていない！」と怒鳴った人、

どちらの人がより怒っているように感じますか？きっと、②の人の

方が、怒っていると感じる人の方が多いのではないでしょうか。

このように、人は、言葉よりもその人の表情や声の調子を重要

視しているのです。

コミュニケーションにおいてもっとも大切なのは、言葉を使
わない非言語的コミュニケーションです！！

　非言語の部分をコントロールすることは意識しないと難しく、

無意識に顔を見ずに話をしたり、「○○してもいいよ」と言いな

がら、ぶっきらぼうな言い方だったりと気を使わない相手や忙し

い時には言葉とは裏腹なメッセージを与えていることもあるの

ではないでしょうか？

　特に、家族の生活では、気持ちや思いは、言葉以上に振る

舞いによって伝えられる場合が少なくありません。日常生活の

中で非言語的コミュニケーションを意識して良好な信頼関係

を築いたり、気持ちのよいコミュニケーションを取りましょう。

今回は非言語的コミュニケーションについてご紹介します。

非言語的コミュニケーションとは、会話や文字以外のコミュニケーションを指します。

「わたしとソウルフード」のコーナーに

嬉しいおたよりが届きました！

宮城県のソウルフード「はらこ飯」。

ご出身が宮城の辻美沙子さんから

投稿いただきました。是非作ってみてくださいね。

野崎詩織（臨床心理士・公認心理師）

非言語的コミュニケーション

No.12

皆さんの郷土料理、岡山で覚えた料理などを、ぜひお教えください！ 簡単なレシピとできれば完成品の写真を、その料理に
まつわる思い出とともに、メール、お手紙等でお送りいただければ、掲載させていただきます。ご質問もメール等で気軽にしてく
ださい。また表紙の写真も募集中。お気に入りの風景など、こちらも気軽にご投稿ください！ お待ちしています。（編集部）

　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。

秋鮭の身とイクラをたっぷり使った宮城県の郷土料理です。
鮭の身を煮込み、その煮汁でお米を炊き込んで、イクラと鮭の身を盛り
つけて頂きます。

娘の離乳食はイクラなし
で。
子ども達にも懐かしい味
を伝えていきたいと思っ
ています。

「はらこ飯」の材料
米……………………………………3合
生鮭…………………………3～4切れ
醤油漬けイクラ……………………適量

水…………………………………200cc
醤油……………………………… 50cc
ほんだし………………………大さじ1/2
砂糖……………………………大さじ1
みりん ………………………… 大さじ1
酒………………………………大さじ2

はらこ飯
（宮城県）

［特別編］

s o u l f o o d

行動態度
55%

声
38%

話す内容 7%
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大 熊、双葉で除染後も
線量が基準値超　大

熊は「準備宿泊」延期
（朝日新聞デジタル2021.09.10）

　【福島】来春に避難指示解

除を予定する大熊、双葉両町

の「特定復興再生拠点」の一

部で、除染後も放射線量が

解除の基準値（毎時3・8マイクロ

シーベルト）を下回っていない

ことがわかった。大熊町は10

月に開始予定だった準備宿

泊の延期を決定。環境省が

両町の復興拠点で追加除染

を急いでいる。

　双葉町の放射線量等検証

委員会（委員長=田中俊一・前原

子力規制委員長）が9日に公表

した中間報告によると、2013

年10月～今年6月に行った除

染の後も5万6172地点中563

地点（1・0%）の線量が基準値

を超えていた。内訳は「道路」

が350地点、「森林」（生活圏か

ら20メートル以内）が78地点、

「宅地」が46地点、「農地」が

13地点などだった。

福島第一、認可外の廃棄
物保管が急増…規制

庁「マネジメントできていない」
（読売新聞2021.09.13）

　東京電力福島第一原子力

発電所の廃炉作業で発生し

たがれきなどの固体廃棄物

のうち、国の認可を得ていな

い方法による保管容量が７

月時点で約６万立方メートル

に達していると原子力規制

庁が１３日、発表した。東電は

原則１年の仮置きと説明して

きたが１年以上経過してい

るものも含まれているとい

い、同庁は東電に対応を求

めた。

2 024年度めど除染開始 
復 興 拠 点 外で政 府 方

針、自治体へ説明

（福島民友2021.09.15）

　東京電力福島第１原発事

故に伴う帰還困難区域のう

ち、特定復興再生拠点区域

（復興拠点）から外れた地域

について、政府は２０２４年度

をめどに除染を始める方針

を決め、帰還困難区域のあ

る自治体への説明を始め

た。

　拠点外の除染開始時期に

ついて政府は、２２～２３年春

ごろの復興拠点の避難指示

解除後に遅延なく進めると

していた。政府は拠点外に

ついて、希望者が２０年代に

帰還できるよう取り組む方針

を決定しており、２２年度にも

住民の意向確認に着手する

見通し。意向などを踏まえ、各

自治体と協議して除染を進

める。

原 発事故、追加賠償の
相談増加 「時効１０年」

対象外も
（河北新報2021.10.03）

　東京電力福島第１原発事

故によって大きな被害を受け

た福島県南相馬市で、市民か

らの追加賠償の相談が増加

傾向にある。避難時に家族が

要介護認定を受けていた場

合などは、賠償請求の時効

（１０年）にかかわらず、さかの

ぼって損害が認められるケー

スがあるためだ。市は弁護士

資格を持つ職員を採用し、相

談業務に力を注いでいる。

　市復興企画部の職員とし

て原発事故損害賠償の相談

を担当する岩本尚光弁護士

（３０）によると、７月から３回、市

の広報誌で追加賠償の要件

などを具体的に説明したとこ

ろ、６月には８件だった相談件

数が７月に２１件、８月は３５件

と増えた。９月も約３０件だっ

た。

　避難者情報システムへの適切
な登録を呼びかけるため、国と福
島県が送ったチラシ＝復興庁
ホームページから東日本大震災と
東京電力福島第一原発事故で、
福島県から県外に避難している世
帯のうち、3割ほどが登録住所地
での居住が確認できていないこと
がわかった。復興庁関係者が明

らかにした。2万7998人（8月11日時
点）とされる避難者数が実態に即
していない可能性が高く、国や県
は今後、追跡調査をして今年度
末をめどに正確な人数を把握す
る方針。

　県外避難者の把握には、国が
震災後につくった「全国避難者
情報システム」が使われている。
氏名や住所、連絡先などを避難
先の自治体に申告すると登録さ
れる。登録者が帰郷、転居、死亡
した場合も新たに申告が必要。
復興庁は自治体を通じてこの情
報を月1回まとめ、避難者数として
公表している。
　元 は々避難元の福島の各自
治体から支援情報を継続的に
届けるための仕組みだが、震災
後、各地で居住が確認できない

ケースが相次いでいた。与党も昨
秋に出した震災復興に関する第
9次提言で、実態を踏まえた人数
を把握するよう国に求めていた。
　このため、国と県などは今年3
月、震災から10年を機に実態調
査を実施。県外で避難を続ける
約1万2千世帯約2万8千人（3月時
点）を対象に、システムへの適切な
登録を呼びかける文書を送った
ところ、31・9%にあたる3877世帯
分が配達されずに差し戻された
という。
　県外避難者については、福島
県が全国に26カ所の「生活再建
支援拠点」を置き、国の交付金
を使ってNPOなどが支援を続け
ている。帰郷や生活再建に向け
た情報などを提供し、相談会や
交流会も開かれる。こうした拠点
地域の設置や施策を考える前提

となるのが県外避難者数だ。数が
減れば、支援政策に影響が出る
可能性もある。
　復興庁や県は今後、自治体を
通じて追跡調査し、本人らの意向
を確認する方針だ。復興庁の担
当者は「県外避難者数は支援策
を考える上での基礎的データ。数
が多ければそれだけ支援を求めて
いる人が多いということだが、今回そ
れが一定程度減ることが考えられ
る。支援が継続して必要な人は、
ぜひ情報更新をして欲しい」と話し
ている。
　福島県や復興庁によると、県外
避難者（8月11日時点）は多い順に、
東京都2967人▽茨城県2804人
▽宮城県2722人▽栃木県2652
人▽埼玉県2623人。（山本孝興）

 9月中旬、避難者実態調査に関する報道がありました。「実態調査って一体
何？」と思われるかもしれません。記事にある「避難者情報システム」の本来
の役割や見えてきた課題を、主体である避難者のみなさんの声を元にしなが
ら、「新聞記事から考える。」と題し、シリーズ化してお伝えします。

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9月10日～10月3日

「同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか」
著者：鴻上 尚史、佐藤 直樹／出版社：講談社（2020/8/19）

「同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか」を読んでみまし
た。

日本の同調圧力の弊害がメインに語られていましたので、逆

に正の側面は何かあるのかなと見ていましたらP107に犯罪の
抑制とありました。

日本は犯罪の抑制など、主に治安に重点を置いた治安重視

社会ということのようです。

みなさんのオススメ本
このコーナーは、皆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。

例えば何らかの紛争地域のニュースなどを見ますととても生

きていけそうにありませんのでやはり治安について考えてしまい

ます。

両立は難しいかもしれませんが治安は良いままで同調圧力

もないというのが理想的なのだろうと思いました。

比較的治安は良い方だとされる日本でも物騒な事件や事

故などはあるので、治安の良い地域やセキュリティに配慮され

た物件などは人気のようです。

なので注意して安全に過ごしていきたいなと思いました。（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。

　皆さんは「全国避難者情報システム」というものをご存じでしょ
うか。「登録したことがある」「聞いたことはある」など記憶にある方や、
「もう忘れた」「知らない」など初めてお聞きになった方もおられると思

います。

　このシステムは避難先（引越先）の市町村で登録するもので、登録

することで各種支援情報や避難元の市町村からの案内、「ほっとお

たよりNEWS」などがお手元に届く流れになっており、国や避難元自
治体等が把握する「避難者数」となっています。

　ところがここ数年で「最近おたよりが届かなくなった」といったお問

い合わせがシステムに登録している方から何件も寄せられるようにな

りました。私たちも不思議に思っていましたが、実は登録したときの住

所から引っ越した場合、同じ市町村内・外を問わず、改めてシステムへ

の登録が必要なことを知らされず、登録をしていると思っていたら気が

付くと各種情報・案内が届かなくなっていたケースがあるようなのです。

　このことは、システムへの登録を受け付けるところ（避難先市町村）、

取りまとめているところ（避難先都道府県）、全体を集計するところ（国）、

情報を発信するところ（避難元自治体）と役割が分かれていることにも

起因する運用上の問題だと思います。そのため朝日新聞デジタル

2021年9月10日の記事にもあるように、復興庁では避難者数を把握す
るために今年実態調査を行うこととしています。

　これを機に皆さんも「案内が届いてないような気がする」「引っ越し

したときに登録し直したっけ」とか、何か思い当たることがあれば、お

住いの市町村役場でご確認

することをお勧めします。

　発災から10年経過してい
ますが、これからの暮らしを考

えていくときに情報や案内は

参考材料などとしてお使いい

ただけるものと思っておりま

す。
岡山市役所の壁に掲示されている全国避難者情
報システムのポスター（2021年10月）

避難者情報システムへの適切な登録を呼び
かけるため、国と福島県が送ったチラシ=復興
庁ホームページから

〈第1回〉そもそも調査する必要ってあるの？新
聞

記
事

か
ら

考
え
る
。

福島の県外避難者、約3割が登録地で居住確認できず 追跡調査実施へ
朝日新聞デジタル 2021年9月10日付

「全国避難者情報システム」へ登録が不明な方も、どうぞお住まいの市町村で確認ください。
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ほっと岡山からのお知らせ

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。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。

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。

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。

　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 現地開催から、オンラインのみに変更になりました。

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？

令和3年度福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金

●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

テキスト・写真＝三谷麻由紀

　牛窓神社は平安時代の創建と歴史は古く、

当時は牛窓明神と呼ばれていました。その後宇

佐神宮（大分県）より御祭神を勧
かんじょう

請して「牛窓八

幡宮」となり、明治時代に「牛窓神社」と改称しま

した。

　参拝ルートはふたつあります（どちらも駐車場あり）。

　ひとつは牛窓海水浴場から上るルート。参道

の途中、蕪崎園地に展望台があり、瀬戸内海

の多島美や牛窓の町並みなどの景色を楽しめ

ます。参拝ルートに戻って第二鳥居をくぐり石段

を上っていくと、随身門が見えてきます。左右にそ

れぞれ、財運をお守りくださる左大臣と心の平

安をお守りくださる右大臣が祀られています。

　もうひとつのルートは、車で上って神社裏の

駐車場へ停めるらくらくコースです。ただし裏か

ら境内に入ると随身門や手水舎を通らず拝殿

前に出てしまうので、拝殿前からちょっと戻って

随身門をくぐり、手水舎でお浄めしてから参拝

しましょう。

　参拝後は左回りで拝殿の奥へ進むと、神様が

祀られている本殿の裏から神様と一番近い距離

でお参りできます。また境内社が数社あります。

　運が良ければフレンドリーな名物宮司さんに、

お会いできるかも♪

瀬戸内市牛窓町牛窓2147

牛窓神社
うしまどじんじゃ

第
五
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。

漫画では、古本屋（ s e c o n d h a n d  b o o k s t o r e）で古本

（secondhand books）を買っています。

「中古」は使われたものなのでused、または他の人の手に一
度渡ったものなのでsecondhandといいます。

日本語でも読書家のことを「本の虫」と言いますが、英語に

も同じ表現があります。

bookwormは、book「本」＋worm「（みみずのような）虫」で、本
好きな人を意味します。

本につく本物の「虫」も同じくb o o k w o r mと言うので、
“bookworm”といったら、本物の虫が呼ばれたと思って出てき
てしまいました。

「ヘイ」

「君は本当に本の虫だね。」 「みつかっちゃった！」

テキスト・漫画＝西川景子
TIMES

Bookworm

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

『つむぐ 3.11避難者の声』を読んで
　ほっと岡山より今春発行の『つむ
ぐ 3.11避難者の声』。
　先月のほっとおたよりNEWSで、
この本を読まれたご感想を募集し
たところ、早速お寄せいただきまし
た。大変ありがとうございます。引
き続き、皆さんからのご感想をお待
ちしております。

ぜろどーなつ
東日本大震災を機に岡山へ移
住。「食べ物を通じて“ぜろ”から
暮らしを考えたい」。そんな思いに
「おいしい・楽しい」をたっぷりくっ
つけて、ぜろどーなつをスタート。
おいしくて優しいおやつです。

ご感想
自分以外にも、移住をしてきている人がい

て、皆、色々大変なこともありながら生活してい

るのを知ると、自分だけではないんだ、という

気持ちになります。（匿名）

「ぜろどーなつ」さんの

お菓子とお茶とを

お送りします！

大きな
決断だったよね。

私だけ、
なのかな。 今、ここに

いるよ。

また
会おうね。

これからの
ことが
もやもや。

暮らしに
慣れた？

行ったり
来たり

しているよ。

今、どうしている？

ここにいても
いいよ。

残したものの
ことが心配。みんな、

どうしているかな。

これから
どうする？
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0120-566-311申込み先 Fax: 086-230-4561
E-mail: hotokayama@gmail. com

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
11/10、17、24

 子どもの居場所「ひみつきち」
放課後宿題をやったりおしゃべりしたり。

ほっと岡山交流スペースでほのぼの集って

います。ボランティア高校生と一緒に過ごし

ませんか？ また、好評をいただいているオン
ライン学習支援。11、12月とも一日のみの実
施となります。ご予約はお早めにどうぞ。

●時間 午後4時30分～6時
●場所 ほっと岡山交流スペース
●オンライン学習支援 11/17、12/8（それぞれ

3枠 ①午後4時～ ②4時45分～ ③5時30分～）

毎月第1金曜
11/5（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：11月4日午後4時）

11/13（土）午後7時30分～9時
 避難者オンライン交流会・特別版
 オンライン座談会 岡山&北海道
 母子避難トーク
 「子育て終了と10年後のわたし」

母子避難を続ける中で、子どもたちの成長、

独立した後のこと、どんなふうに考えています

か？ 北海道の支援団体「NPO法人北海
道NPOサポートセンター」と一緒に開催し
ます。全国どこでも母子避難のお母さんたち

の悩みは同じ。秋の夜長の晩に、お茶でも

飲みながらゆるゆると話してみませんか？

●時間 午後7時30分～9時
●オンラインにて開催 （Zoom使用／オンライ

ンでの参加が難しい、ネット環境がないなど、お

気軽に相談ください。）

●定員 5名（母子避難の方）
●締切 11/11午後5時
●申込 右のQRコードよりお申し込みくださ
い。（お電話やメールでもどうぞ）

毎月第3水曜
［6回コース第2回］

 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

ねっこぼっこが会員制となり、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。

毎月最終木曜日
11/25（木）

 ミニ交流会くるくるお茶会
11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。ご参加の方

には、マスクの着用をお願いします。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
●定員 5名
●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3回］

 あーとのじかんねっこぼっこ
サンタさんと妖精さんはク

リスマスに幸せを運んでく

れるといわれます。

その妖精をイメージして木

の人形をつくります。フェル

トや毛糸などを使ってかわいい人形をつくり

ながら近況報告やゆっくりお話出来る時間

となりますように。

●日時 12月15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
11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！
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日 月 火 水 木 金 土

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

10.31 11.1 2 3 4 5 6

●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

●大谷先生の
　アロマテラピー
●被災者健診
　岡山協立病院

●相談員：宮岡（義）

14 15 16 17 18 19 20

●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

●ねっこぼっこ
●ひみつきち
　（オンライン学習支援）

●相談員：宮岡（義）
●くるくるお茶会
　（宮岡篤）・アロマ

21 22 23 24 25 26 27

●ひみつきち ●再会交流会

●ひみつきち

●相談員：はっとり
●被災者健診
　岡山協立病院

●相談員：はっとり

7 8 9

●ふるさと交流会

●中継！
　ほっといもに会

●相談員：大和田

●相談員：はっとり

10 11 12

●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

●ひみつきち

13

28 29 30 12.1 2 3 4

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。

●非常事態宣言、蔓延防止法も9月30
日をもって解除になって、ワクチンも
50％以上の人が打って、もう次の非常
事態宣言は出ないでほしい。マスクは
付けていてもいいから、行きたい所に行
けるのがいい。
作品展の案内が届いたので出かけて
行ってみようかな。
ほかにも、行きたい所のリクエストが届
いているので10月後半から11月は玄武
洞への予定があります。
玄武洞は山陰海岸ジオパークの中に

あり京都から鳥取までが範囲になり広
く長い距離になるので時間をかけて、
行ってみるのもいいかもしれません。（宮
岡義人）

●昨日、関東で地震がありました。最
近、ちょっと多いですか。
秋は台風なども多い季節です。
報道などを見て、東日本大震災のとき
のことなど思い出しませんか。
なんとなく誰かとお話したいなとおもっ
たら、ほっと岡山に来たりお電話してく
ださいね。（宮岡篤子）

●世の中がコロナ禍の出口を模索して
いる中、色々情報を検索していると「ウ
イルス」と「ウィルス」の『イ』の大きさ
が異なる表記があることに気が付きま
した。昭和のころは「ビールス」という
言葉を見たり聞いたりしたことも思い
出しました。アルファベットでは「virus」、
英語の発音なら「ヴァイラス」。経緯な
どを見ると、現在、日本で一般的なのは
「ウイルス」のようでした。私は「ウィル
ス」派でしたが…これからは大きい「イ」
を使おうと思います。（木原）

●ご存知ですか？「不老餅」。この10年、

岡山土産はきびだんごほぼ一択だった
のですが、今日からスタメン入りです、
「不老餅」。いただきものでちょいとつま
んで食べたら、もう。目を閉じちゃうほど
美味。そしてふわふわな食感。胡桃も
いいあんばいなんです。知らなかった。
広域避難者支援は全国的な取り組み
のため、各地を伺う機会が多いのです
が、コロナ禍ですっかり出張の機会もな
く、新幹線の乗り方も忘れそうなくらい
です（嘘です）。お土産準備する機会が
戻るのも、まだ先かなあと遠い目になり
ますが、よかったら翁軒さんの不老餅、
ぜひ。（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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