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デアを凝らしながら作ったリースはどれも素
や葉を使うと味わいがあり、
敵で、
自然の実や葉を使うと味わいがあり、
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癒されました。
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﹇ 特 集﹈

原発事故の現在地

選択に
言い訳する必要も︑
正当化する
必要もない
｜

｜

今年も開催しました！

ユースプロジェクト︒

火をまんなかに囲んだ一日︒

思いおもいの食事を作り︑

恒例のランタンを作り︒

また会おうね！と︑

こころのオアシス
岡山の神社お寺巡り
ほっとTIMES
新聞記事から考える。
ニュースダイジェスト
イベントのお知らせ
イベントカレンダー
スタッフより

手を振りあう子どもたち︒

AFTER TEN YEARS

日常からちょっと離れた

ほっと岡山レポート

ひとときでした︒

［今月の内容］
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原発事故の現在地

特集

̶

選択に言い訳する必要も、
正当化する必要もない̶
大阪大学 平川秀幸教授（科学技術社会論）

原発事故後、
リスクについての議論で傷ついた人も多いと思います。
科学と社会の関係について研究してこられた、
平川秀幸さんにお話をお伺いしました。

2021年11月3日、
zoom
での対談模様。

“ダメなリスク評価”と“忖度”
平川 原発事故のリスクをどう評価するかは、
「最後は自分で決めていい」が肝要です。

ソードを紹介しながら、
「放射性物質は忌

結局、
それは被ばくを受忍させ、
強制する

避するばかりのものではない」という内容で

論理になるんです。でも政府は、
その意識が

す。これについても批判が集まりました。その

ない。むしろ、
安心させてあげるという善意

怒りは妥当な話です。

だったりします。途方もないギャップです。

なぜなら、
医療処置で被ばくをするのは、

原発事故に対するリスクは、
2011年直後あ

「病気を治す」というメリットがあるけれど、
原

服部 もう一つ、
「あの地域はあんなに大変

たりは、
とてもひっかかることがありました。

発事故の被ばくには、
何のメリットもない。ま

なんだから、
私たちは我慢しなくては」という

特にリスク比較です。被ばくを、
CTやレント

た医療被ばくは、
受けるかどうかを患者自身

受容することの「忖度」もありましたよね。

ゲンと比較するイラストは、
多くの人が見たこ

が決められますが、
事故の被ばくは否応なく

とがあると思います。これは、
よくわからない

引き受けるしかない。その違いを無視して比

平川 そうですね。被ばくを怖がるのは非科

リスクを見知ったリスクと比べることで、
わか

較してはいけないんです。

学的だ、
という乱暴な政府のリスク評価の

りやすくする狙いがあるのですが、
問題もあ

アメリカの研究者が「リスク比較のため

押し付けと、
受け入れる側の「まあ我慢しろ」

ります。ツイッターでも、
違和感や怒りの声が

の指針」として5段階に分けて解説している

あがりました。

のですが、
CT検査やタバコの健康リスクと

低線量被ばくの健康影響は、
今も分から

首相官邸の原子力災害専門家グループ

の比較は
「最もやってはいけない」ランクなん

ないことがあり、
そのリスクを無視しても良い

のホームページに「祖父母の幸せ〜放射性

です。2012年には、
あのIAEAですら「安易

のかどうかは、
不確定です。だから、
できるな

物質のもう一つの顔〜」という医師のエッセ

なリスク比較はダメだ」と言いました。それを

ら、
念のため避けておこう、
というのは極めて

イが掲載されました。昔、
放射線療法でがん

政府は見事にやっていた。海外では常識で

合理的なんです。

を治療してあげた子どもが元気に成長して、

すが、
日本では共有されていない。乱暴なリ

いまや高校生の母親になっているというエピ

スク比較がまかり通っています。

という同調圧力がありました。

同調圧力は家庭内でも起きましたよね。
母子避難したいけれど、
反対される、
あるい
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（ひらかわ ひでゆき）
平川秀幸

2000年国際基督教大学大学院比較文化研究科博士後期課程博士候補資格取
（学術）
（科学技術ガバナンス論、
市民参加
得後退学。博士
。専門は、
科学技術社会論
論）
。
もともとはバリバリの理科少年だったが、
理学修士をとったところでグレて文転。

2回目の修士課程（博士前期課程）
で哲学、
科学思想を学び、
博士後期課程から守備
（生
範囲を、
社会問題寄りにシフトする。
『科学は誰のものか 社会の側から問い直す
活人新書）
『も
』 うダマされないための「科学」講義（光文社新書）
』
など、
著書多数。

は母子避難したから離婚になった、
など。個
人が選択すること、
特に「女性」が選択する

てしまって今がある、
と思います。
本来は、
個人の選択の自由、
つまり避難を

ツイッターのまとめもありました。このまとめ
は、
今でもひどかったと記憶に残っていて、

ことを周囲が疎ましく思う、
というところは、

することも被ばくをさけることも権利であっ

「女性はバカで判断できないから、
ちょっと

ジェンダー問題にも絡むことです。

て、
尊重されるべきなんです。2011年、
福島

教えてあげたら、
賢くなって、
素晴らしい」とい

人権宣言というホームページが立ち上がり、

う、
科学とは別の次元で、
女性を馬鹿にした

服部 それを受け入れているという問題もあ

話題になったのですが、
そこに対するバッシ

ものだったと思います。今思えば、
ただのマン

りそうです。当事者側も、
「もう傷ついたから、

ングが異様でした。書いてあることはすべて

（教えてあげるおじさん）
スプレイニング
だし、
女

蓋をあけたくない」というところもあると思い

まともだった。
「自分の生活は自分で決めた

性蔑視だし。でも、
それが、
「良いこと」として

ます。
あるいは、
日本人特有の耐え忍ぶ感じ。

い」という内容でした。憲法の、
社会権、
自由

まとめられるという。

「被害を受忍しなくては」という雰囲気もあり
ます。
平川 これは、
原発に限らず、
コロナでもそう

権です。個人が選択するのを、
政府は助け
るべきで当然なのに、
すごいバッシングが

服部「もう少し、
放射能のことを理解したら

あった。そのせいで、
サイトも閉鎖されてし

良いのだけれどね」という全く悪意のない言

まった。

葉も見聞きします。そういった言葉も、
リスク

ですね。
自分にとって不都合なことでも、
受け

を受け入れられないと考えている人や、
避難
“科学”と“生き方”の狭間で

をした人からは、
受け入れ難い。

自主規制し自ら受忍してしまう。そういった日

吉田 同じ頃、
「ママが勉強したら科学的に

平川 そういう言葉は、
正面から反対できな

本の空気があるところに、
原発事故が起き

理解できて放射能が怖くなくなった」という

いし、
同意することも難しいというもどかしさ

いれなくてはという意識が働いてしまうのは、
「わがまま」と言われるからです。その結果、

がありますよね。
もちろん科学的な理解も大事だけれど、
根本には、
権利だとか生き方だとかの問題
がある。でも、
それを「科学」を語る専門家
の権威によってすり替えられてしまう。
人は、
他人に人生を左右されない権利が
ある。その根本を、
「理解が不正確だからダ
メ」と否定されるのは、
おかしいんですよね。
避難をした人も、
避難をするリスクや困難
を受け入れた上で選んでいる。考えて、
葛藤
して選んでいるのに、
その過程も無視して
「そ
れは科学的に不合理だ」と言われてしまう。
「科学」には、
わからない部分と、
ゆらぎの
最もやってはいけない「第5ランク」は、
原発事故後、
多く散見された。

ない部分の両方があるので、
「科学」をどう
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–
註：

1.
福島県伊達市の住民の日常の被ばく測定データをもとに出された3本の論文は、
被ばくを過小評価する内容
だったが、
倫理指針違反と研究不正疑いにより、
2020年に撤回された。

みるのか？ということも大事です。低線量被

が、
当時は子どもの部活や食べ物の心配を

ばくのリスクも十分にはわかっていないし、
初

していたけれど、
最近は「考えすぎていたか

期被ばく量も分からないし、
実際に測定をし

な」と思うようになった……という話も耳にし

平川 それは、
アイデンティティですよね。ふる

ないと今も線量が高いところが把握されて

ます。でも、
それを聞いた避難している保護

さと、
居場所、
どういう将来を考えながら暮ら

いないとか。

者は、
もしかしたら
「そんなことない」と心がざ

しているか、
ということをトータルで考えてき

わっとするかもしれない。それもわかります。

たのに、
自分の意思ではなく強制的にアイデ

あるいは、
「宮崎・早野論文 」のように、
1

データ自体が信用できないという事件もあり
ましたよね。

丁寧に聞き合っていくことが大事なのかな
と思うんです。

真っ只中でもある。

ンティティを再構築しなくてはならなくなった。
それは、
「よくある人生」ではないんですよ。
自分はどう生きたらいいか、
という根本は、
平

服部 その科学のゆらぎの部分の
「落とし所」

平川 選択の権利という本質的な話題とは

和であれば、
あまり考えない。
アイデンティティ

が分からないというのが、
あると思うんです。

別に、
「時間」というのもありますね。

がゆさぶられる危機的状況を、
原発事故は

では、
社会はどう考えるのか？というのがキ

どちらが正解なのか、
わかるのも時間がかか

引き起こしたと思うのです。

モのような気がします。

るし、
避難した先で、
新しい生活や人間関係
が積み上がっていく時間もあるし、
「時間」

服部 それは、
ジェンダーの問題にも通底し

平川 そこは、
「予防原則」ですよね。科学で

が加わることで、
当初の選択の意味が変

ますよね。もし違う国で原発事故が起きてい

決めきれない部分は、
安全寄りに避けておこ

わってくることもありますよね。

たら、
ジェンダー問題は出ていないかもしれ

うという選択のことです。個人では科学の答
えを出せないから、
法律で埋めるという考え

ない。
「女が意見をなぜ言うのか」というふう
アイデンティティとジェンダーの問題

にはならない。

すわけです。その選択の重さはすごく大きい

服部 そうですね。10年を迎えて、
独特の感

平川 他国にも、
マッチョな文化というのもあ

し、
個人の権利である生き方に繋がります。

情を抱きながら、
交流会をしたんです。みん

るから、
一概には言えないけれど、
でも一方

これは科学とは別のレベルの話です。

なを尊重しながら、
ということに気をつけて話

で、
「女性が意見を言ってもいいじゃないか」

をしていたのですが、
「ふるさとについてどう

という意識が強い国はたくさんありますね。

服部 避難する・
しないの選択、
放射能汚染

思いますか？」という問いかけがあったんで

日本だと、
「フェミニストがうるさい」というふう

は
「大丈夫だ」と思う人も、
「怖い」と思う人も

すね。それに対して、
「場所じゃなくて、
3・11前

になってしまう。女性が意見すると非難され

それぞれを尊重するというのは、
まさに「原

に戻りたい」と言った人がいたんです。その

がちです。

発事故子ども被災者支援法」の考え方でし

時、
しーんとなってしまって。ああ、
そうか、
そう

たよね。

だよね、
と私も思いました。みんなが蓋をあけ

服部 それは、
平時にある暴力・圧力ですよ

られないほど、
しんどいことがあるんですよ

ね。女性自身も無自覚に受け入れてしまって

ね。

いるところもあります。女性の自立が難しい、

もあるし、
さまざまなことを勘案して答えを出

本来であれば、
残った人にも、
支援がある
べきだったと思うんです。県内に残る人には、
被ばくの受忍を強いられているし、
避難や保

私自身も、
自分の東京の自宅に帰った時

養、
安全に暮らせるようにする施策は継続的

に、
「私、
おばけかな、
みんなから見えるかな」

にやるべきだった。

と思ったことがあります。自分の選択だと折

が、
たとえば、
双葉町の精神科の病院のド

り合いをつけるようにしているけれど、
変化の

キュメンタリーでは、
40年近く病院に入院し

たとえば、
避難せずに住み続けた保護者

もっと自由であっていい、
と思うんです。
ジェンダーの問題のことも炙り出しました
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原発事故の現在地

̶

ていた男性が、
「本来であれば退院してもい

選択に言い訳する必要も、
正当化する必要もない̶

度の声も出てきます。

い」という状態だったのに、
閉じ込められて

特集

よ、
言い訳する必要はないし、
それ以上、
正
当化する必要もないよ、
権利だから」というこ

いたということを明らかにしていました。社会

平川 そもそも被害を受けた人には、
原発事

とです。日本で「権利」というと「わがまま」

から精神疾患を持つ人を隠そうとしていた。

故の責任はありません。みな、
事故前は、
自

という意識がありますが、
そうではない。この

それは、
社会が原発事故以前から抱えてい

分の暮らしを成り立たせて生きていたのに、

世に生まれたということ、
生を享けたというこ

る差別です。それが、
原発事故で揺さぶられ

それが果たせなくなったのが原発事故です。

とは、
誰もが幸せに生きる権利を与えられて

て出てきた。

コロナでも同じで、
経済的にどうしようもなく

いるということなのですから。

なった人は、
その人の努力の問題でもなく、
そ
私たちの持つ“権利”を自覚する

の人の責任でもない。感染症が原因で収入
を絶たれているのだから、
飲食店だけではな

平川 すでに生きにくい社会の中で、
原発事

く、
生産者まで含めたすそ野の広い人々への

故が起きて、
その生きにくさが表に出てきてし

公助が必要なんです。

まった、
そして、
さらにその生きにくさを助長す

これは、
民主主義の問題でもありますよ

る力、
差別や同調圧力などが働いてしまうと

ね。今日の政府は、
やりたい放題です。オリ

いう構造ですね。

ンピックでも、
反対している人がたくさんいて

こんにち

これは、
原発事故に限らず、
コロナでも同

も利権のために強行しました。専門家の使

じです。公的支援が弱いまま、
自助・共助に

い方も露骨で、
政府の方針に都合のいい意

押し付ける。コロナに関しても、
公助が足りな

見をつまみ食いしたり、
政府の専門家の提

いまま、
例えばPCR 検査も自己負担になる、

言すらなしがしろにすることも多々ありまし

自宅療養になるなどがあります。

た。政策決定にも透明性がなく、
民主主義
の国として大問題です。
さらには、
「そういうこ

服部「自分が好きで避難したんでしょ」とい

とをしてたら信頼を失う」という危機感もな

う自己責任の押し付けもある。

い。要は、
人々を舐めているんです。何をし
たって「自分に票を入れてくれる」というおご

平川「好きで避難した」というのと、
原発事

りがあります。そして、
最初の間違いを認めた

故の被ばくを避ける権利は違うんです。それ

くない。メディアに暴かれることも怖がってい

は被害だから、
自助より先に公助を求める

て、
過剰防衛して隠します。

権利がある。
服部 どう変えていったらいいんでしょうね。
服部 そもそも、
本来は公助というか、
「賠償」
平川 私たちは権利を持っているということに

人のことは、
行政が考えるべきじゃない？と。

自覚的になることは大事ですよね。

「いつまでおんぶに抱っこしてんだ」という忖

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。

でしょう、
ですよね。賠償の対象から外れた
でも、
そうすると、
共助の人が「言い過ぎだ」

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

原発事故のリスクについても、
必死に考え
て決めたそれぞれの選択です。
「いいんだ

著書：
『ルポ母子避難（岩波
新書）
』
『
、その後の福島：原発
（人文書
事故後を生きる人々
院）
』
、
『孤塁 双葉郡消防士

たちの3・11（岩波書店）
』
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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。

10/6、20（水）

オンライン学習支援

子どもの居場所「ひみつきち」

好評をいただいておりますオンライン学習支援。先生は大
阪市立大学大学院で社会学を勉強している大学院生の倉田
先生。避難者支援の調査がきっかけで知り合いました。ご協
力に大感謝です。先生は大阪から、
子どもたちも岡山県内各地
や関西のお子さんも参加しています。11・12月は月に一度の実
施となりますが、
希望されるお子さんはどうぞお気軽にお申し
込みください。

オンライン開催

10/9（土） 避難者オンライン交流会
のんびり開催しています第2土曜夜のオンライン交流
会。10月はほっと岡山スタッフ以外に3名のご参加でし
た。お住まいの地域のおいしいお店や、
特にお気に入り
の和菓子について、
お互いに熱心？に情報交換しました。
あっという間の1時間半。
まだまだ未知なところが
あるんだなあと私も大参
とり）
考になりました（はっ
!

オンライン

10/20（水） あーとのじかん
10月のねっこぼっこはランタンを作りました。
同じ材料なのにそれぞれ選ぶ色や素材が異なり個性的でかわいいラ
ンタンが出来ました。
「完成したものを夜お部屋で灯すと
心地よい空間となり実用的でよかっ
た」との声も届きました。
そして10月から6か月間一緒にクラ
フト作りと交流を楽しむメンバーそれ
ぞれの近況報告と事前に送った材
料の説明をしました。

事前にお送りした10月〜3月まで6回分の材料

これからいろいろ作りながら楽しい
時間を一緒に過ごしましょう。

10/28（木）

ほっと交流スペース

10月は、常連の方がお一人でした。のんびりゆっくり、おしゃ
べりしました。新型コロナも落ち着いてきたようなので、
ぜひみ
なさんお茶会に来てしゃべっていってくださいね。

それぞれ好きな飾り
つけをし、
個性的でや
わらかな灯りのランタ
ンが出来ました
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10/23（土）

子どもの居場所
「ひみつきち」
ハロウィンパーティー

クリスマスパーティー

10/23 土曜日、少し早めのハロウィンパー
ティーを開きました。今回は10人もの参加者
（倉田先生）
とくらった
が来てくださり、
今まで

以上に盛り上がりました！ 公園で思いっきり
遊んだあとは、
みんなでおにぎりを作って食
べました。人気はのりたま。すごい勢いでなく
なりました笑。次はクリスマスパーティーで
事務所のボードに描いてみました。
ぜひ見に来てください！

す。
12月18日の予定なので是非皆さん来てく
ださい！

●日時

（土）
12月18日
午前10時〜

午後3時
●場所 ほっと岡山交流スペース
●内容

プレゼント交換、
ゲーム、
公園で
遊ぶ、
ケーキ作り、
カレー作り
よい香りに包まれてリラックスの
ひとときをどうぞ。

お待ちして
！
おります！

●持ち物
（500 円程度）
プレゼント
、
マスク、
（なくてもいいですが服に
エプロン
着いてしまう可能性があります。）

午前はみんなでカレーとケーキを作りま
す。食べたあとは遊びましょう！
ほっともも太くん

10/30（土） ユースプロジェクト
コロナ禍で学校行事やイベントがことごとく中止になる中、
諦めるこ
とに慣れてほしくない、
最善を尽くして開催する方法はないかと、
スタッ

日が落ちて少し肌寒くなると自然
に火の周りに集まり、
マシュマロ
やバームロールを作りながら会
話がはずみました。

フで話し合いを重ね、
宿泊ではなく日帰りのデイキャンプにしたり、
全
員にPCR検査を受けてもらったりして実施しました。
コロナ感染者数も減少し、
絶好の行楽日和となり、
澄んだ空気とき
れいな景色を満喫しました。参加した子どもたちは、
年齢の違う仲間
と家族のようにワイワイと楽しみ、
「また来年も会おうね」と言いながら
名残惜しそうに帰って行きました。

みんなでワイワイ楽
しく作ったハロウィ
ンランタン

大谷先生の

11/5（金） アロマテラピー&
リラクゼーション

新月ということでリフレッシュと癒しを兼ねたアロマ空
間でトリートメントをしました。
ほんのひとときですが自分自身のカラダをいたわり、
ゆっくりと香りも楽しんでいただけたようです。
お話しを聴き、
好みの香りのオイルをブレンドします。
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「命を守り育み伝えるために
AFTER TEN YEARS」
避難者の方へ、
冊子をお贈りします

命を守り、
育み、
伝えるために

AFTER TEN YEARS
2021年7月7日発行

にょきにょきプロジェクト
高橋さちよ・中村あゆ美・
にしむらしずえ・守田敏也＆
（せとうち交流プロジェクト）
蝦名宇摩
ダウンロードできます！

https://nyoki2pj.com/lp/after10/

埼玉から岡山へ母子移住された蝦名宇摩さんから、
「避難者の方へ読んでほしい」と、
冊子のご寄贈をいただきました。
蝦名さんは、
瀬戸内市で地元の皆さんと、
福島、
東日本のご家族を招く保養活動を8年続けてきました。
コロナ禍のため活動を中断せざるを得ない中、
「保養ができなくてもこの思いを届けたい…」と、
冊子づくりに参加してできあがった冊子とのこと。
ほっと岡山から、
311避難者支援カードにご登録の方には既にお送りしましたが、ぜひ手にとって読んでみたい方は、
（電話：0120-566 -311）
ほっと岡山でお預かりしておりますので、
どうぞご連絡ください。

蝦名宇摩さんからのメッセージ
2 歳と5歳の娘を連れて岡山へ避難移住したのがもう10年
前。祖父を頼って知り合いのいない岡山に住み、
本当に多くの

積みのフレコンバックは？ 壊れた原発ってどうなっているの？
わが家はここ数年全くテレビの見ない生活をしているので、

方と関わり、
みんなで力を合わせ保養を開催できたこと、
しみじ

ブラウン管の中で繰り広げられる政治家やニュースのコメン

み振り返りながらの冊子作りは大変でもあり、
嬉しくもあり、
改

テーターの寸劇がどのように繰り広げられているか知りません

めて多くの学びもありました。

が、
原発事故は過去の出来事と扱われ、
10年たった今でも十

文にすればあっという間の10年ですが、
原発事故に関しては

分に危険な状態であるという正確な情報は茶の間に届いてい

未だ解決していない問題が多く残っています。汚染水は？ 山

ない、
ただひたすらコロナを煽る情報、
ワクチン接種に関する
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2012年から毎年開催している夏保養
の集合写真

情報で埋め尽くされているのではないか？ と思います。
どうして10年前、
「放射能は危ない、
危険だ、
逃げろ」と政府
は騒がなかったのだろう。どうしてメデイアはコロナを煽るよう

今とても大切なことだと思います。いまだ原発事故に向き合い
暮らさなくてはいけない多くの人がいるというその現実から目を
背けずにいたい。

に原発事故を報じなかったのか？ 人類にとってこんなにも危険

来年の春、
保養ができるよう少しづつ準備を始めています。

な放射能という物質が風に乗り、
日本列島を汚染したのに。

またこの地で笑顔で皆さんをお迎えできますように。今後も

国のトップは国民を守りたいのではなく、
わが身を守りたかっ
ただけだという何よりもの証拠。だから煽られているだけでは

出来うる限りの方法で活動を続けて行きたいと考えているの
で、
どうぞ温かく見守ってください！ よろしくお願いします。

わが身も家族も守れない。原発事故からコロナまでの10年、
正
しい情報は自ら突き止めなければ……とそんな風に学びまし

2021.10月

た。都合よくコントロールされている情報はきちんと疑うことが

せとうち交流プロジェクト 代表 蝦名宇摩

にょきにょきプロジェクト
（放射線副読本
にょきにょきプロジェクトは
すっきり読み解きBOOK)を作っていく中で生
（すっきり読み解きBOOK ）
まれました。
は、
文

部省が全国の公立学校に配布した副読本
を、
我が子から受け取り、
おかしさを感じたママたちが、
守田さんを
（出る杭はどんどん出す。出過ぎた杭は
巻き込んで読み解いた本です。
うたれない♪一人ひとりが持っているものをどんどん出す。持っているもの
を伸ばしていこう！自由ににょきにょきと！）

にょきにょきプロジェクトHP

https://nyoki2pj.com/lp/info_yomitokibook/
（えびな うま）
蝦名宇摩

奄美大島出身、
津軽三味線奏者。福島
原発事故の放射能の影響を恐れ埼玉
から母子避難。現在瀬戸内市牛窓町に

冊子制作のzoom会議の様子。コロナ禍の為会うことがままならず、
こうして会議を重ね
作り上げました！！

在住。演奏活動、
講演会、
和楽器指導な
どを展開。アルバム
『輪郭』
『
、げんぱつ数
え唄』
『
、 Japaneseちむぐるしゃんsong 』
を
リリース！ 地元市民と立ち上げた「せとうち交流プロジェクト」
で代
表を務め、
福島の子どもたちの支援活動も行っている。来春に 9
回目の保養開催予定！
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こころのオアシス
野崎詩織（臨床心理士・公認心理師）

No.13

秋の夜長に読書はいかが？
暑かった日差しも徐々に身を潜めだし、
日が陰るのが早くなってきま
した。
『読書の秋』という言葉があるように、
この時期はゆったりと読
書するには最適です。皆様の中は、
読書をしてストレスが軽くなったこ
とがある方もおられるのではないでしょうか。読書とストレスとの関係
は、
多くの研究から、
科学的にも効果が実証されています。イギリスで
は、
6分読書をすると7割のストレス軽減効果が出たという研究結果も
あります。これは音楽を聴くこと、
ゲームをすることよりもストレス軽減
効果が高いという結果でした！
そこで今回は、
読書の効果をより高める方法をご紹介します。

●小説を読んでみる

せん。

小説を読むと、
物語の世界に没頭することがで

●電子書籍よりも紙の本を読む

き、
「現実のストレス」を効率よく忘れることができ

電子書籍で長時間本を読むと、
目の疲れが紙

ます。また、
難しいジャンルを選ぶよりも、
自分の興

の本を読み進めるよりも感じやすく、
逆に脳や目に

味のある本を読む方が、
飽きずに読み進めること

負担になってしまうそうです。本のページをめくるこ

ができると思います。

ともリラックス効果があるそうなので、
できるだけ紙

●没頭して読める本を選ぶ

の本を読んでいくようにしましょう。

内容に没頭することで、
よりストレスを軽減でき

●ストレス解消に良い読書の場所を選ぶ

ます。小説など活字が多いと読む気が出ない・
・
・そ

読書でストレス解消を行なうために最適な場所

んな方は、
漫画や雑誌でもいいので、
ご自分が没

は、
気が散らない静かな所です。一番に思いつく

頭できる本を選ぶことが重要です。

のは、
ご自分の部屋ではないでしょうか。他にも電

●難解な本や横文字の多い本は避ける

車やカフェなど、
脳に刺激を与えない雑音が多い

興味をもって読んでいたとしても、
内容の難しい

場所も、
耳から入ってくる情報を遮断してくれるた

本は、
意味を理解することに注意が集中してしまう

め、集中に適した場所と言えます。喫茶店など、

ため脳が疲れやすく、
集中力を切らしてしまうこと

ゆったりとした音楽を聴いたり、
コーヒーを飲んだ

も。なので、
サラッと読み進めるタイプの本を選ん

りしながらの読書もいいかもしれません。

だほうが、
ゆったりと内容に集中できるかもしれま

現実のストレスから少し距離をとるために、
気に入った本や雑誌と一緒に、
秋の夜長を過ごしてみてはいかがでしょうか？

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。
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新登場！ 避難・移住の方々に、
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。

神社お寺巡り

テキスト・写真＝三谷麻由紀

第六回

修験道総本山 御庵室 五流尊瀧院
しゅげんどうそうほんざん

奈良時代（ 8 世紀）に紀州・熊野権現（和歌
山県）
から勧請され「新熊野権現」と呼ばれ、

ごあんしつ

ごりゅうそんりゅういん

熊野神社の入り口にあります。
境内はそんなに広くありませんが、
まるで京都

神仏習合の場として栄えましたが平安時代に

の寺院のような風情があります。なぜ岡山の田

衰退。その後、
鎌倉時代初期の承久の乱が

（すみません）洗練された雰囲気のお寺が
舎に

きっかけで、
後鳥羽上皇の皇子である覚仁法

あるのか不思議だったのですが、
親王の終の

親王や、
頼仁親王が五流尊瀧院へ。当時衰

棲家であったと知って納得です。紅葉が美し

退していた五流尊瀧院と十二社権現宮を再興
します。
明治時代に入り政府の神仏分離政策によ
り、
五流尊瀧院と熊野神社とに別れました。そ

いお寺でもあります。
◎オマケ情報
五流尊瀧院と別れた日本第一熊野神社の本殿は、
十二社が五棟に祀られており、
社殿の配列は日本唯一

の名残で、五流尊瀧院の三重塔（江戸時代

の大変貴重な建物です。またお守りが体の部位ごとに

1820 年に建立）や鐘楼は、
現在もちょっと離れた

たくさん種類があります。両参りがおすすめです。

倉敷市林952

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/

TIMES

テキスト・漫画＝西川景子

Happy Holidays
クリスマスの挨拶は何と言うでしょう？

Merry Christmas!

かな？

クリスマスはキリスト教の祝日のため、
近年では、
より広い人を対象とした「良い休暇を。
」
「よい休暇を！「
」君もよい休暇を！」

「よい休暇を！」

という意味の

Happy Holidays!

が使われています。

（ holiday season ）
これは休暇シーズン
の間
（ 11月末の感謝祭（ Thanks giving day ）から
（ New Yearʼs holiday）
お正月
まで）
長い期間使えます。

Holiday seasonには祝日が沢山あるので Happy holidays
というときには holiday に s を忘れずに。
漫画では、
今度はびっくりカードをもらってしまいました。

10月号からおどかされてばかりですね。
「ホリデーカードをもらった。」

「またかー！」

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。https://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

新聞
記事
から
考える︒
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〈第2回〉避難者情報システムに登録したほうがいいの？
前回取り上げた朝日新聞デジタル記事「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（ 2021年9月10日付）
」
の記事を元に、
Q&Aで解説したいと思います。

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／記事要約。詳しくは前号を参照ください。）

今年3月に実施された国と福島県の調査では、
福島県から県外

（以下システ
が出る可能性もある。復興庁は避難者情報システム

に避難している世帯のうち、
約3割の3877世帯分が登録住所地

ム）
への適切な登録を呼びかけている。

での居住が確認できなかった。数が減れば、
支援政策に影響

Q「3月にシステム登録の文書が届かなかったけれど…？」

システムの登録をご確認してください。

文書が届かない世帯や家族の中でも届かない人がいたと、
全国で確
認されています。原因は様々考えられます。まずはシステム登録を希

Q「福島県以外からの避難者です。システムに登録してい
るけれど、
いいんでしょうか。
」

望する方は、
登録状況が不明な場合でもどうぞこの機会に一度ご確

今回の実態把握の調査は、
福島県からの避難者を対象にしています

（別紙
認されることをお勧めします。今お住まいの避難先市町村窓口

が、
ご自身が登録継続を希望している場合はそのまま継続されてくだ

参照）
へお問い合わせください。岡山県から毎月発送のおたより便が

さい。システム登録について不明な点、
不安なことがあれば、
ほっと岡

届いていても、
システムから外れているケースが発生しています。些細

山までご相談ください。

な点でも構いません。不明な点はほっと岡山へお気軽にご相談くだ
さい。

Q「そもそも、
調査する必要ってあるの？」
実態とは違って不正確な人数把握になると、
残念ながら適切な支援

Q「システムに登録する意味があるの？」

施策に結びつかなくなります。また実際の数がわからないことで、
「避

「避難なのか移住なのか」
「もう避難者じゃない」
「登録していなかった

難者」の解釈が変わってしまう懸念もあります。さらに、
今現在の避

ので支援を知らなかった」と、
さまざまな思いを聞いてきました。時間

難支援への直接的な影響もありますが、
同時に今後の大規模災害に

の経過の中で、
それらの思いが揺れ動いたり葛藤されていることも。

も、
広域避難者支援の課題が先送りとなってしまい、
「まだ見ぬ被災

ほっと岡山では、
少しでも一人ひとりに向けたサポートを生活再建支

者・避難者」にとっても同じ課題が繰り返されると考えられます。

援拠点として取り組んでいます。
「今さら登録する意味もない」
と感じるかもしれません。
少なくとも現在

Q「今からでも登録できる？」

も、
岡山県からのおたより便はお手元に届くことと、
ほっと岡山からも

はい、
できます。登録先は、
岡山県危機管理課ではなく、
お住まいの市

支援情報をお届けしたり、
システムへ登録している方を対象とした方へ

（別紙参照）
町村窓口
へどうぞ。

の支援メニューもありますので、
ご検討いただけたらと思っています。
「個人情報を預けるのが不安」という声も当初からよく伺いました。

おわりに

ほっと岡山でも
「311避難者支援カード」制度もあります。こちらもあわ

いつでもどこでも安心して暮らせる社会だったら、
住んでいた地域を

せてご検討いただければと思います。

離れ避難しても、
特別に数える必要もないのかもしれません。同時に
「避難者登録」というと、
複雑な思いも湧いてくるかもしれません。311

Q「宮城から避難していますが、
ちゃんと登録されている？」
宮城県が把握している岡山県の避難者数は、
2021年10月時点で0名
ですが、
避難先の岡山県での把握は2021年9月時点で58名です。避

したのか、
それらを明らかにすること、
伝承することの意味も同時に考

難者の定義によって数え方に大きな開きがあることがわかりました。

ご不明な点はどうぞお気軽にお尋ねください。一緒に、
みなさんが抱

登録されているか不明な方は、
まずは今お住まいの避難先市町村へ

く思いや希望を真ん中にして、
知恵を出しあえたらと思っています。

のあの時から何が起こってきたのか、
避難した人たちがどれだけ存在
えます。
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福

島から避難した生徒
の出願

山梨県立大

が一時拒否 住民票理由に
（毎日新聞2021.10.06）

もしていなかった。

ニュースダイジェスト

票を福島に残したまま山梨

2021年 10月6日〜10月29日

（甲府市）
生徒が、
山梨県立大

に住民票がないことを理由
に、
いったん 不 受 理 扱いに
されていたことが明らかに
なった。県 立大は５日、設 置
者の長崎幸太郎・山梨県知
事の要請を受け、
住民票が

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。

県内になくても一定の条件
で出願を受け付ける方針に
転換した。

双

が 初の視 察 「過 失

（朝日新聞2021.10.29）

県に避難した県立高の女子

入試に出願したところ、
県内

島第一原発 、
裁 判長

判断のため現地を見たい」

東日本 大 震 災 後 に住 民

の２０２２年度の学校推薦型

福

東 京電 力 福島第一原 発
事故の被害を及ぼした津波
の対策を怠ったとして、
東電
株 主が旧 経営陣に２２兆円
の賠 償を求めた訴訟で、
東
京 地 裁の朝倉佳 秀 裁 判長
らが２９日、
福島第一原発を
視察した。東電によると、
原
発事故の訴訟で、
裁判官が
原発敷地内を見て回るのは
初めて。

で明かした。

（日本経済新聞2021.10.29）

町は当初、
来年春ごろの

原子力規制委員会は２８

訴訟の争点は、
国の地 震
予測「長 期 評 価」にもとづ

避 難 指 示 解 除を目標とし

～２９日、
東京電力福島第１

き東電子会社が２００８年に

葉の復興拠点避難

てた。上下水道をはじめと

原子力発電所を視察し、
汚

出した１
５
・
７メートルの津 波

指示解除、
2022年６

するインフラ復旧に遅れが

染 水を浄化する設備の排

想定に関し、
①旧 経営陣が

生じていることなどから、
町

気フィルターが破損した現

危険性をどう認識したか②

民が安全に、
安心して帰還

場を確認した。

月以降に
（福島民友2021.10.07）

双 葉町の 伊 沢 史 朗町長

できる環 境を整 備 するた

防 潮 堤 建 設や原子 炉 建 屋

フィルターは排気に混ざ

の浸水対策をやるべきだっ

は７日、
東京電力福島第１原

め、
解除の目標時期を見直

る放 射 性物質を含んだほ

たか―など。
株主側は
「浸

発事故に伴う帰還困難区域

した。避難指示の解除を判

こりを取り除くためのもの

水対策などに欠陥があった

のうち、
人が住めるように整

断するための準 備 宿 泊に

で、
８月に破 損 が見つかっ

ことを体感してほしい」と現

備 する特 定復 興 再生 拠 点

ついては、
早ければ来年１

た 。調 査 で７６カ所 のうち

地視察を求めていた。旧経

区域
（復 興拠 点 ）全域の避

月に始めるとの目標を維持

３２カ所で壊れていたこと

営 陣側は「必 要ない」と反

難指示解除について、
早くて

した。

が判明し、
汚染水の浄化作

対したが、
朝倉 裁判長は今

業を中断した。
２年前にも

年６月の進行協議で「経営

処

理水施設フィルター

同 様 の 破 損 があったが 東

陣の過失を判断するため現

破損 規制委が視察

電は原因を調査せず、
公表

地を見たい」と述べた。

も来年６月にずれ込む見通
しを示した。いわき市で開
かれた町 議 会 全 員協 議 会

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

「無理ゲー社会」
著者：橘 玲／出版社：小学館（2021/7/29）

努力をすれば報われるという
「公正」
をベースに作られてお
り、
反面その「公正」
さ故に絶望して絶望死を求める人々が生
まれ、
メリトクラシーが、
社会を知能の高低で上級国民と下級

橘玲の「無理ゲー社会」を読んでみました。
この社会がどのように無理ゲー（攻略不可能なゲーム）
になっ
ているか、
その仕組みが書かれている本でした。
興味深かったのは「メリトクラシー」
という概念で、
知能＋努力
の「メリット」
によって支配された社会制度という意味だそうです。

国民に分断していく、
という流れだそうです。
（遺伝ガチャ）
他にも、
運や、
最近話題となった「親ガチャ
」な

ど様々語られており、
公正な基準というのは一見そう見えても案
外そうではなかったりなど色々あるのかもしれないなと思いまし
（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。
た。
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イベントのお知らせ
12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！
（締切：12月2日午後 4 時）
い。

毎週水曜

12/1、8、15、22

会員制となり、
会

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をしたり。

毎月第 2 土曜夜

費が必要となり

12/11（土）

ましたが、
途中か

避難者オンライン交流会

ボランティア高校生と一緒に過ごしません
か？ 12月は❶〜❸の3パターンあります。ぜ

ねっこぼっこが

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

❶いつものひみつきち

12月のテーマは「ゆく年くる年 私の三大
ニュース」。一緒にお互いこの1年を振り返り
ませんか？ 笑いも涙もなんでもOK。画面の

❷オンライン学習支援 12/8（①午後 4 時〜

前にどうぞお集まりください。参加したいけれ

② 4 時 45分〜 ③ 5時30 分〜）

ど、
オンラインの環境が不安な方もどうぞお

毎月最終木曜日

（土）
❸クリスマスパーティー 12/18
午前10時

気軽にご相談ください。皆さんのご参加を

12/23（木）

〜午後 3 時（詳細はP6をご覧ください）

心よりお待ちしております！

ひ遊びに来てね。

毎月第 1 金曜

12/3（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

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。

ミニ交流会くるくるお茶会

● 時間 午後 7 時 30 分〜 9 時

12月のくるくるお茶会は、ほっと岡山の事務

●オンラインにて開催（ Zoom使用）

所で定員を設けて開催します。ご参加の方

● 締切

には、
マスクの着用をお願いします。アロマ

12月10日午後 4 時

● 申込 右のQRコードよりお申

ハンドケアは、
おひとりずつブレンドしたオイ

（お電話やメール
し込みください。

ルとお好きな香りでリラックスとリフレッシュ

でもどうぞ）

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

分である精油を用いて、
心身のリフレッシュ
毎月第 3 水曜
［ 6 回コース第 3 回］

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。

あーとのじかん ねっこぼっこ

● 時間 午前10時〜午後 4 時

● 定員 5名
● 場所 ほっと岡山交流スペース

（癒し時間約30分間）

早いものでもうクリスマスシーズン。サンタさ

● 場所 ほっと岡山

んと妖精さんはクリスマスに幸せを運んでく

（個室）
相談スペース

れるといわれます。

● 予約時間帯

その妖精をイメージして木の人形をつくろう

12月のふるさと交流会は連携団体と協力し、

① 午前10 時〜 ② 午前 11時〜

と思います。完成した人形は指人形としても

次の会場で開催します。各会場とも定員が

③ 午後 1 時〜 ④午後 2 時〜

遊べます。フェルトや毛糸などを使ってかわ

ありますので、
早めのお申し込みをお願いい

⑤ 午後 3 時〜

いい人形をつくりながら近況報告やゆっくり

たします。

●癒し箇所 ハンド、
フット他

お話出来る時間となりますように。

● 日時 12月30日
（木）

●予約方法 電話またはメールにて、
氏名・

●日時

● 会場 郡山・いわき・福島・南相馬

連絡先・希望日時・癒し箇所をご連絡くださ

45分〜ZOOM入室可）

（水）午前10時〜12時（9時
12月15日

12/30（木）

ふるさと交流会

● 締切

12月9日

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。

申込み先

ほっと岡山

0120 -566 -311

Fax: 086-230- 4561
E-mail: hotokayama @ gmail. com
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［ 2021年12月］

火・木・金・第 2 土…相談日
●…ほっと岡山主催・共催等

相談員…●大和田（精神保健福祉士）

（義）
●宮岡

●司法書士
（随時）

（篤）
●宮岡

●…協力イベント等

●臨床心理士（毎月第 3 金曜） ●はっとり

日

月

火

水

木

金

土

11.28

29

30

12.1

2

3

4

● 相談員：はっとり

●ひみつきち

● 相談員：宮岡
（義）

●大谷先生の

●中継！

ほっといもに会

アロマテラピー

● 被災者健診

岡山協立病院

5

12

6

13

7

8

9

10

● 相談員：はっとり

●ひみつきち
（オンライン学習支援）

● 相談員：宮岡
（義）

● 相談員：はっとり
● 被災者健診

11

岡山協立病院

14

15

16

17

● 相談員：はっとり

●ねっこぼっこ
●ひみつきち

● 相談員：宮岡
（義）

● AM 相談員：

● 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

18

臨床心理士

● 被災者健診

岡山協立病院

19

26

20

27

21

22

23

24

● 相談員：大和田

●ひみつきち

●相談員：宮岡
（義）
●くるくるお茶会
（宮岡篤）
・アロマ

● 相談員：はっとり
● 被災者健診

30

31

28

29

● 相談員：はっとり

25

岡山協立病院

1.1

●ふるさと交流会
（郡山・いわき・福島・
南相馬）

ほっと岡山年末年始休暇（12/29 〜 1/3）

◎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。

スタッフより

● 寒くなってきたので、
猫が夜ベッドに

に置いたり、
暖を取る方法も考えました

岡山弁って、
「けー」とか「でー」とか

来て、
一緒に寝てくれます。

が、
先日とうとう空き家になっていまし

「そ」だけでも会話がつながるからおも

● 今年も、
ジャーマンカモミールの種を

もふもふしてくれて最高。

た。岡山なら、
もしかしたら働きバチで

しろいです。でもちょっと口調がキツイ

蒔きました。去年はなくてもいいかと秋

顔のところで、
寝転ぶので、
びっくりする

も冬を越すかもといった妄想は霧散し

（おおたに）
のが難点です。

に蒔かなかったのですが3月になって思

（宮岡
ときもあるんですけど。かわいい。

（木原）
てしまいました。

い立って蒔いてみたら大きくならず花が

篤子）

咲いたので、
蒔くなら秋だと。

●ほっと岡山事務所の癒しの長老、
ポ
●「でーれーえれーけーもーけーらー

インセチア翁。ここに来て3年になりま
す。当初は淡桃色と緑のコントラストが

今は、
そろそろ植え付けの時期になって

●夏前ごろから自宅のベランダにアシ

よー」これは
「ものすごくしんどいのでも

います。時間を見つけては、
畑に植え付

ナガバチが巣を作りました。巣は大きく

う帰らせていただきます」と岡山弁で

粋だったのですが、
四六時中光に浴び

けています。

なっていきましたが、
10月に突然 1 匹も

言っています。文字だけで見るとおもし

ているせいでしょうか、
ただの緑の植物

たまには、
土いじりをしたいと思う方は、

いなくなりました。不思議に思っていた

ろいですね！

に…隣にはシクラメン仙人。仙人はひ

植え付けに来てください。この種蒔き

ら2 週間後に20 匹ほど戻ってきて？い

冬になるとよく聞く言葉、
「さびーけー

なたに鎮座ましましてもう5年。ここの

の時にカスミソウの種も蒔いたので。

ました。でも、
その後は次第に活動しな

（寒いから温
ぬくーしてはよーねられぇー」

とこ、
葉っぱだけ…今年は花が咲くか

（宮岡義人）
それも植え付けています。

くなり、
数も減っていきました。餌を近く

かくして早く寝てね）

（はっとり）
なあ。素敵な仲間です。

「311避難者支援カード」
について
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への記事や
ご感想をお寄せください。
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。
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「相談するほどじゃないかもしれない…」
「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？

岡山のことが
わからない…

放射能が不安、
健康被害のことを
誰にも話せない…

母子避難で
もう限界

さびしい…

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、

［相談］電話・来所・メールにて対応
［時間］火・木・金・第 2 土

これから、
どこで暮らして
いこう…

相談したいけど
相談先が
分からない

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

10:00 〜 16:00

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。

［メール］hotokayama @ gmail.com

ホームページやフェイスブック、YouTubeで

アクセス

も『ほっと岡山』の活動などをご覧いただ
けます。

中央
郵便局

宇野みなと線

岡山市役所 「大学病院入口」
バス停
水道局
岡山大学
病院
大元駅

ほっと岡山

大元駅←

県道 21号

国道 30 号

線 イオン
幹 モール
山陽新
岡山

県庁通り

西川緑道

山陽 線

路面電車

「大学病院」
コンビニ
岡山大学
鹿田キャンパス
精神科
医療センター
南門

NTT

コンビニ

ほっと岡山

ドコモ

「東古松
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［徒歩］

約 30 分

コーポ錦 1F

［路面電車］

岡山駅前から
「清輝橋」行きで 12 分
「清輝橋」下車、徒歩約 15 分

［バス］
○ 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

○ 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

入口バス停」下車徒歩 10 分

松四丁目」下車徒歩 4 分

○ 岡山駅東口バスターミナル
「 4 番乗り場」から

○ 岡山駅前
（イコットニコット前または高島屋入口）

「 2 H 」系統の岡電バスで「大学 病院構内バス
停」下車徒歩 10 分

フェイスブック
「 hotokayama 」

P
P

◎ 岡山駅から
約 10 分

「ほっと岡山」
ホームページ

から循環バスで「大学病院入口」
下車徒歩 10 分
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