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2月号
フィンランドモスと粘土で小さな森をイメージ
して作りました
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原発事故の現在地
苦しみを他者と比較するのは
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寒い冬に甘い香りを放つ蝋梅。
英名はその名のとおり“Winter sweet”というそうです。

そして花言葉は、いつくしみの思い、「慈愛」。
冷たい空気の中、やさしく寄り添ってくれるようなよい香り。

年が明けると春がもうすぐやってきそうな気がします。
たくさんの草花が芽吹く季節が待ち遠しいです。

ろうばい

寒いいい冬冬冬冬に甘甘甘いい香香香りりをををを放放放放放放放放放放放放放放放 蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋蝋梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅放つ蝋梅。
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気にもなっていないし、みんな頑張っている

んだぜ」という善意の人・言葉が、「私は立ち

直れない」という発言をつぶす。

　チェルノブイリでは、そういったことがない

んです。

　まず、チェルノブイリでは「被災地」とは呼

びません。「カタストロフィによって放射性物

質にさらされた土地」とか「汚染地域」とい

う風に呼びます。また、回復されないダメー

ジについてもどう言葉にしていくかを考え、子

どもたちにこれ以上影響がないようにするた

めにどうしたらいいか、言葉にしています。日

本よりも病気の話もするし、語る人と一緒に

嘆くことが可能で当たり前の言語圏なんです

ね。

　でも、私の母語である日本語で、ロシアと

同じような類のことができないことを悩み続

けていました。「尾松さんが言葉を生業にし

ている人だから、その特有の悩みでしょう」と

言われてしまう。でも、そうじゃないんです。

　ロシアでは小学校の先生、市井の人、言

葉を生業にしていなくても、アニバーサリー

ではなくても、日々 、自分たちの体験や不安に

ついて話せるんです。それを、私は見てきてし

まっている。そうすると、この「生きづらさを語

れない」というのは、日本の文化的な根っこ

の問題かもしれない、とも思うんです。

　私自身が、日本に生きて、若い頃からの内

在化した生きにくさを抱える人間として、ある

いは、7歳の子どもが日本語を身につける過
程を見守りながら、その息子に自分はどう語

れるのかを考える身として、「言葉で表現す

る」ということを考え続けています。そして、原

発事件で私もダメージを受けたし、語ること

の抑圧、語れば「差別者」と言われる恐怖

を今も抱えています。でもまだ、言い表せて

いない。その言い表し方を、常に探っているよ

うな気がしています。

嘆きの文化を取り戻す

　でも、日本語にも、前向きな表現じゃないも

のもあります。泣き歌、民謡、落語などの表現

を見ていると、そうではない文化もあると思う

んです。マンガにしても、私が若い頃よりも

ずっと、カタストロフィを表現しようとしていま

す。かつては、友情と努力によって打ち勝つ！

という単純なものばかりでしたが、そうではな

いものも増えています。「正義」とは何なのか

が分からないと表現されていたり、主人公が

死んだり、「悪」として描かれている人にも言

い分があったり、虐殺する側の人間の歴史

が描かれていたり、単純ではない世界観を

表出している。マンガ『鬼滅の刃』もその一

例だと思うんです。

　『キリンの子』という短歌の本があります。

若い女性「鳥居」さんという方が、母の自殺、

学校教育からの疎外、ホームレス生活など

を短歌で表現した本です。

　自分の苦しみを語っても、同情され、同情

「立ち直れない」思いをつぶすもの

服部 「もう被害を訴えても、どうしようもない」

「この国は変わらない」といった諦念のような

ものが、多くの被害を受けた人に広がってい

るように思います。

尾松 それは、そうだと思います。この10年、メ
ディアの中でも、追いかけ続けた人は少ない

し、僕を含めて皆、行き詰まりました。3・11周
辺だけ取り上げられ、その時には反響はあっ

ても、結局、他の話題に転じてしまう。訴えて

も仕方がないのではないか、という絶望感は

あります。

　これは、原発事故以前からあった「生きづ

らさを語りにくい」という問題に繋がっている

のだと思います。私が生まれる以前からの、

日本の言語表出をめぐる文化に原因がある

のではないでしょうか。例えば、私が育った

時代のマンガとかドラマは、へこたれている

人は魅力がないので、苦難を乗り越える人

が描かれるんです。それは、日常生活にも

あって、例えばクラス委員でもバイトでも部活

にも「前向きさ」が評価される価値観があり

ました。

　そして、目に見えるわかりやすい苦しみし

か信じてもらえない。原発事故でも同じです

よね。けがもしていないし津波に流されたわ

けでもなければ、被害は話しても「ないもの」

とされる。短期的解決、対応策が見つから

ない難しい問題を、語ったり書き連ねたりす

る表出は「非生産的」だと言われてしまいま

す。だから被害の証拠を突き付けるように甲

状腺がんとか鼻血が出たとか、被害者の側

もフィジカルな証拠を必死に強調する。でも

そもそもフィジカルな証拠がなければ、被害

は語っちゃいけないのだろうか。

　「こんなの、立ち直れない」「立ち直りたくも

ない」「ダメージを受けた」「賠償を受けても

回復したことにもならないよ」と、ひたすら語

り尽くし、どのあたりが回復不可能なのかを

見つけ、それを共有する―そういったこと

が許されないんです。

　なぜなら、「それでどうするんだよ」「悩むヒ

マがあったら解決策を探そう」と言われてし

まう。それは正論に見えるので、「立ち直れな

い」とは言わなくなってしまうんです。だけど、

「立ち直れない」と語り続け表現を見つける

ことこそ、ダメージを認めつつ生きていく力に

なる、生産的なことではないのか、と私は思っ

ています。

　実は、私自身も、物書きであり、翻訳リサー

チャーという言語表出をする身でありなが

ら、どこかでリミッターをかけている。「そんな

ことは上から目線だ」「東京に住んでいるの

に何を言っているのか」「それは差別につな

がる」などと言われてしまうから自らに抑制的

になってしまうんです。もちろん、表現の受け

手を意識して表現することは大切ですが、で

も、「非生産的な愚痴」として片付けてはい

けないと思うんです。

　よく、「立ち直れない」という話をすると、

「もっと苦しい人もいる」「津波で流された人

もいる」「町全体が避難になった人もいる」

「放射線量は低い」と言われることがありま

す。でも、苦しみを他者と比較するのはナン

センスなことです。原発事件によって、それま

での暮らしになかった状況に突然置かれ、

未来のことも分からない状況になってしまっ

た。受けたダメージは、誰かの苦しみと比較

して否定されるものではありません。

　そういった言語表出の抑制は、加害側（国

や東電）からも意識的に与えられる一方で、

「立ち直るのが当たり前でしょう」という世間

からも与えられてしまうんです。「そんなこと言

わずに頑張ろう」「何を言っているんだよ、病

◎プロフィール
尾松亮（おまつ りょう）

東京大学大学院人文社会研究科修士課程修了。文部科学省長期留学生派遣制度により、モスクワ大学文
学部大学院に留学。その後、民間シンクタンクでロシア・北東アジアのエネルギー問題を中心に調査。2011年
12月に「子ども被災者支援法」策定のための与党PT・政府WTに有識者として参加。廃炉制度研究会主宰。
著書に『3・11とチェルノブイリ法』（東洋書店新社）、『チェルノブイリという経験』（岩波書店）『原発「廃炉」地域
ハンドブック』（東洋書店新社）がある。
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された上で「あなたを助けたい」と言われて

しまうことがある。でも、そうじゃない、助かり

たくないし、助かりっこない、という語っても仕

方がないとされる深い根源的な孤独感が描

かれている。例えば、

あおぞらが、妙に、乾いて、紫陽花が、路

に、あざやか　なんで死んだの

という歌があります。57577のこの最後の7
音、「なんで死んだの」で結ばれる。すごい

表現だと思います。

　こういった嘆きの文化を生活の中に取り

戻したい。前向きであること、目に見える被害

だけが被害―という日本のメインストリー

ムはそうなっていますが、そのことによって表

現も奪われ、方向づけされ、心を抑圧されつ

つありますが、日本語の嘆きの文化、嘆きの

パワーは失われていない。「助けたいから解

決策を示せ」「支援したいから一緒に立ち直

ろう」ということに対して、「そんなんじゃない」

と抗う方法が、綴ることです。脈 と々千年続い

た57577の入れ物によって、自分の言葉を形
作っていくことに、救いを見たような気がした

んです。

　それで、私も短歌の会に入って、歌を詠む

ようになりました。

服部 なるほど…短歌というフレームのほどよ

い言葉の制限の中である意味、かもしれま

せんね。

ロシアは、日本にも増してマッチョイズムな国

だし「男だろ」などと言われがちなのに、そん

な国ですら、その面では泣きはらすことに寛

容なのです。韓国では故人を弔うために泣

き女という「嘆き屋」を呼んで、泣きはらす風

習もあった。

　現代の日本では、「弔うために悲しむこと

を許さない」ということが「善意」として存在

します。本当にそれでいいのか、と思います。

服部 「世間」が優先されるんですよね。

「私」ではなく。それがまかり通っていて、身

体感覚で許してくれない。そういう空気の

ルールを育てすぎてしまっているのかもしれ

ません。感情に蓋をするのは得意だし、感情

に向き合うのも怖い。

尾松 でも、それ、気持ち悪いですよね。

　「回復できない」と人と語りあうことについ

て「話しても仕方ないだろ」とおさめてしまう。

その構造自体が、加害者にとっては、とても

便利です。そして、それはプロパガンダにも利

用されます。

　「事故」だから回復できるでしょ、物理的

損害、道路や家は直せばいいでしょ、精神的

なことは頑張って立ち直ろう、という方向に

定めてしまい、語りになって思考まで方向付

けてしまうんです。自分の中で気持ち悪いこ

とを表出しようとしなくなる。

　だから、誰かのためじゃなく、自分のため

に模索する言葉が欲しいなとも思います。

尾松 そうなんです。私の詠んだ歌もご紹介

しますね。

二万年核の龍舞う地の児らに　和歌千

年の劔ください

これは短歌を始めるときに、尊敬する歌人の

先生に宛てた歌。

　例えば、私の短歌の「二万年」というのは、

プルトニウムの半減期を意識しています。例

えば「プルトニウムの半減期は二万四千年

でさ」と職場で言ったら、「何言っているの」

と言われてしまうでしょう。でも、短歌なら許

される。

　短歌の良いところは、対話でもあるんで

す。返歌とか、歌会で声を交わし合うこともあ

ります。孤独をうたっていても、孤独な声では

ない。前向きになることしか許されない生活

の中で、「苦しい」と言える可能性を感じるん

です。千年の間、嘆き、無常感、実らない恋、

失われた命への思いを、綴る形が続いてい

る。家族にも語れないことでも、「この入れ物

の力を借りて吐き出してもいいよ」という許し

の場でもあると思います。それで優れた詩に

なるかはまた別ですが。

「そのままが嫌、と言ってもいいんだよ」

服部 短歌って、「私」が主語ですよね。

尾松 そうなんです。「私」が主語であること

服部 コロナでは、その苦しさが表現しやす

いような気がします。前はもっと言いにくかっ

たと思うのですが。

尾松 コロナは、苦しいって言っていいと政

策的に認められているんです。国がそれに対

して支援していますから。問題は、コロナ後

遺症のような、認知されていない被害の部

分ですよね。「治っているんでしょ」とこれか

ら言われてしまうと思います。それは原発事

件と同じかもしれません。

　そして、原発の被害を引きずっていること

も、「10年前に終わったことを、コロナの人が
大変なのに、今更何を言っているんだ」とい

う抑圧が加わる気がします。

　そこを乗りこえて言ってみても、励まされる

か面倒くさがられるか、わかりやすい苦しみ

と比べられるだけだという絶望がありますよ

ね。語れる場を死に物狂いで探すくらいのこ

とが必要になるのかもしれません。

　でも、それが叶わない人もいるでしょう。そ

の時には、誰に見せなくても、自分のためだけ

にノートに書いてみる。それが自分を大事に

するために必要な護身術なんだと思います。

書けば残るから、後から見直すこともできる。

そんな護身術のヒントになるようなことを、あ

がいている人たちと見つけていけたらと思う。

実は私の以前からの夢は作文の先生になる

こと。もっとあなたの中にある、その気持ち悪

さを大切に、誰にも見せなくてもいいから綴っ

は大事なんです。

　実は、俳句からみると、短歌って心情を垂

れ流しているだけじゃん、と言われてしまうこ

とがあるんですね。でも短歌は常に「私」が

主語になる。だから、抵抗の文学になる。

服部 なるほど…でも、普段は、どうしても「世

間」を意識して「世間」が主体になってしま

うんですよね。だから、避難者さんが何かを

発信する時に、匿名性が高くなったりもする。

尾松 あの事件の後、福島、村・町、東北、日

本、みんなで、とすべての語りが集団を主語

にしてきました。その中で個の声が抑圧され

ている。短歌は、「私」を主語にして、ターゲッ

トにした相手に対して、その表現が届けばい

いんです。それに、57調ってすごくしっくりくる
リズムなんです。

服部 「私」を主体にすることで、短歌には、

語りにくい文化を打ち壊す可能性もあるわけ

ですね。

尾松 そうですね。でも、カタストロフィ後の日

本語は、嘆くことに不寛容になっています。日

本は昔から、例えば、おばあちゃんのお葬式

で、「泣くな、死んだおばあちゃんが悲しむぞ」

と言われてしまう。「死んだおばあちゃんは、

お前がクヨクヨするのを喜ぶと思うのか」と

言われてしまう。悲しむことを許されない。

　でも、ロシアでは、男性でも葬式では抱き

合って泣きます。悲しみを表現できるんです。

てみて。もし見せてよいなら、私にも伝えてみ

て、と思っています。子どもも、今の大人たちも

「大切にされた」経験がない。自分が表出し

た言葉にじっくり向き合って、言葉を返しても

らったことがない。だから表出することを最

初からあきらめているように思います。

服部 そういう場、機会は大切ですね。大人

になっても、そういったレッスンが必要な気が

します。「自由でいい」「そのままでいい」とい

うことですよね。

尾松 そうですね。でも「自由」も「そのまま」

も、なかなか難しいこともあります。しいて言う

ならば、「そのままが嫌、という思いを表出し

ていいんだよ」かもしれないですね。

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

苦しみを他者と比較するのはナンセンスなこと
嘆きの文化を取り戻す̶

◎書籍紹介

『原発「廃炉」地域ハンドブック』
（東洋書店新社）

原発の廃炉については、日本は曖昧な姿勢を続けたままだ。
実際に40年廃炉が実現するとは思えない。では、海外の事例
はどうなっているのか。何をすれば、原発廃炉の衝撃から地域
を救えるのか。今後、長い議論になる「廃炉」を正面から問う、
唯一の本。

◎書籍紹介

『キリンの子 鳥居歌集』
（KADOKAWA）

美しい花は、泥の中に咲く。目の前での母の自殺、児童養護施
設での虐待、小学校中退、ホームレス生活―拾った新聞で字
を覚え、短歌に出会って人生に居場所を見いだせた天涯孤独
のセーラー服歌人・鳥居の初歌集。
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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。

12月は、常連の方とお久
しぶりな避難者さんのおふ

たり。大谷さんにアロマケア

をしてもらって。たくさん、お

しゃべりしました。

アロマの香りとおしゃべり

でリフレッシュできたかな。

12/23（木）
ほっと交流スペース

12月の学習支援。2名のお子さんが参加しました。ク
ラッタ先生のひみつきちの授業は、春から社会科の教

師でお仕事が始まるため2月で終了となります。丁寧な個
別授業をありがとうございました！

オンライン学習支援

子どもの居場所「ひみつきち」

アロマトリートメントをしながらみんなで楽しくおしゃ
べりしています。

マーブルチョコで思いおもいの
ケーキをデコレーション

トナカイとサンタの
イラストがかわいい

最後にサンタ
さん登場！

ボードゲームをやったり
めいめいに遊んだり

1月のアロマケアは足の指先から頭まで、香りと
優しいタッチでリラックス&リフレッシュ出来たよ
うです。「自分自身の身体と向き合う時間となり、

思ったよりリラックス出来たので次も予約したい」

とおっしゃる方

も。日常生活の

ちょっと息抜き

にもご利用くだ

さい。

1/7（金）
大谷先生の
アロマテラピー&
 リラクゼーション

12/8（水）

参加者Hさんの
妖精人形

12月もお届けいただきました

参加者Fさんの妖精人形

12月のねっこぼっこは木の
妖精人形を作りました。

今までの余った材料や今

後使うための材料も少し抜き

取って自分好みの衣装をま

とった人形を作りました。「材

料だけ見ると難しく感じたので

すがやってみるととても簡

単でかわいいのが出来て

嬉しい」と感想もいただき

ました。近況報告やお

しゃべりをしながら楽しい

時間を過ごしました。

12/15（水）
オンライン
あーとのじかん

12月18日に恒例のクリスマス会をしました。ケーキとカレーを
作りました。自分たちでデコレーションしたケーキと、カレーはと

てもおいしかったです。その後、公園で遊びました。サンタも来

てくれて、楽しかったです。最後は、これまた恒例の「しんぶん

じゃんけん」！ 2歳～17歳の幅広い年齢の子どもたちと楽しい
年末でした。（ひみつきちボランティア）

クリスマスパーティー

子どもの居場所「ひみつきち」12/18（土）

12/23（木） 食糧支援

ほっと岡山では、食糧支援を希望する世帯を対象に「フード

シェアリングジャパン」さんのご協力で食糧支援をしています。

届けられる食べ物は、主にスーパーや農家から出てくる余剰食

品（食べられるのに廃棄されてしまう食品たち）です。現在、月に2～
3回ほど、ほっと岡山に届けてくださいます。長きにわたり、お支え
くださりありがとうございます。

「食費の負担がここのところ大きくてしんどい。」
食糧支援を利用したい方は、
お気軽にご連絡ください。

–
ほっと岡山相談ダイヤル

0120 -566 -311
相談日：火・木・金・第2土／午前10時～午後4時

コロナ禍の影響が長引き、暮らしにかかるお金が負担に感
じる世帯が増えていると感じています。食糧支援を利用した
い、他にどんな食糧支援があるか知りたい、暮らしやお金の
ことで心配なことがある等、どうぞお気軽にご連絡ください。
一緒に考えましょう。

●定員 10名
●メール・お電話にてお申しみください。（締切2/23）
●軽食あり
＊コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、中止となる可
能性もあります。ご了承ください。

季節ごとに集まっているひみつきちのイベント、
「節分とひなまつりがやりたい！」と子どもたちの
リクエストで、2つ一緒にがっちゃんこで開きま
す。ちょっと遅い豆まきと、ちょっと早いひなまつ
り。一緒に楽しみましょう。

節分・ひなまつりがっちゃんこ
パーティーやります！

2/26（土）午前11時～午後4時

すてきなイラストが
雰囲気をもりあげ
ます
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12/30（木）ふるさと交流会開催しました！

今年度はコロナ禍によるイベントの中止

や延期、オンラインによる実施などの対応が

余儀なくされた中、福島県で開催するふるさ

と交流会も8月、9月の開催については中止と
なりましたが、12月は新型コロナウイルス感
染防止対策を徹底した上で福島、郡山、い

わき、南相馬の4会場で開催することができ

ました。

特に南相馬会場は今年度初めての実施

となり、県外避難者6世帯21人と帰還者1世
帯2人、福島県で精神保健福祉士としてご
支援いただいている伊藤亜希子さんの計

24人のご参加をいただき、10時からと12時
30分からの2部構成で開催いたしました！

今年度のふるさと交流会は西日本の広
域避難者支援団体8団体が連携して開
催しました。
連携団体：一般社団法人なごみ、NPO
法人災害とくらしの相談室iroiro、今と未
来の笑顔、とっとり震災支援連絡協議
会、一般社団法人ほっと岡山、NPO法人
福島の子どもたち香川へおいでプロジェ
クト、『うみがめのたまご』～3.11ネットワー
ク～、沖縄じゃんがら会

今回は各地の避難者や帰還者の方々の

現状や思いをまとめた動画を見た後、参加

者の近況や感想等について意見交換を行

いました。

避難先が違っても、ふるさと交流会で再

会できるのは嬉しいですね。

また、参加者からふるさと交流会の継続

を強く求める意見も出されました。

ほっと岡山レポート

交流会の様子

動画では各地の避難者や帰還者の方々の思い等をお伝えし
ました

託児コーナーでは
バルーンアートを
楽しみました！

精神保健福祉士
伊藤亜希子さん

感想など…
・他の方が移住後どのような暮らし
をしているのかを知ることができて
良かったです。
・楢葉町から避難した女性の「本当
は潮の香りのする楢葉町に帰りた
い…」に思い同じくしている自分に
グッときた。

・同じ境遇の方々が前向きに生きて
いて元気がでました。
・みんなそれぞれいろいろある中で
頑張っているんだなぁー。自分も頑
張ろう！という気持ちになりました。
・避難先が日常になった方、日常に
ならなかった方がいた。

次回は3月20日に福島、郡山、
いわき会場で開催予定です。
みなさまのお申し込みをお待ちし
ております。

ふるさと交流会の予定

Voice from 3.11「ことば」から紡いだ
わたしたちの宣言

被災された方、避難を余儀なくされた方、そしてその人々を支えてきた支援者や心を寄せ

てきた方。集められた２７３の「ことば」を voice from 3.11実行委員会で吟味し、気づかさ

れたことを紡ぎ、これからの10年に向け「宣言」というかたちで発表します。コロナ禍の中

だからこそ、東北の被災者、避難者、支援者、ことばの投稿者と一緒に、東北のこれからに

ついて考えたいと願っております。

2022年年2月月11日日(金金・・祝祝)
16:00～～18:00／／オオンンラライインン開開催催

ここここかかららのの集集いい
Voice from 3.11「ことば」から紡いだわたしたちの宣言

【ことばの閲覧⽅法】
Voice from 3.11のHPからご覧ください

https://voicefrom311.net/
kotoba-no-tsudoi/

被災された⽅、避難されている⽅、ボランティ
ア、⽀援者として東⽇本⼤震災に関わった⽅か
らの273のことばを掲載しました

主催・企画： Voice from 3.11実行委員会

お問合せ先：office@voicefrom311.net （事務局）

QRコードからもホームページ
にアクセスできます。
スマホから投稿も可能です。

みなさんからの「ことば」を
掲載しました︕

〇●参加申込みはこちらから●〇
https://forms.gle/mRVwmSchGtqMRse29

みなさんからの「ことば」を
つぶやいています

273ののここととばばかからら紡紡ががれれたた「「宣宣言言文文」」のの紹紹介介

投投稿稿者者、、被被災災者者、、避避難難者者、、支支援援者者にによよるるパパネネルルデディィススカカッッシショョンン

ププロロググララムム：：

１）開会

２）voicefrom3.11 の取組み紹介

３）宣言の紹介（読み上げ）

・宣言文作成の経緯

・宣言紹介

４）パネルディスカッション

登壇者とともに宣言をかみしめる

宣言を受けて、これからを考える

５）閉会

日日時時：：2022年2月11日（金・祝）16:00 ～18:00

場場所所：：オンライン

※右記申し込みフォームから参加申込み後にオンラインでの参加方法（URL等）をお送りいたします

参加費：無料

【【 内内容容 】】

（登壇者）

＜登壇者＞

◎阿部 由紀 氏

（石巻市社会福祉協議会）

◎小松野 麻実 氏

（株式会社かまいしDMC）

◎葛巻 徹 氏

いわて連携復興センター、みちのく復興・地域

デザインセンター）

◎志賀 風夏 氏

（かわうち草野心平記念館管理人・陶芸家）

◎澤上 幸子 氏

（311当事者ネットワーク ヒラエス）

◎栗田 暢之（Voicefrom3.11実行委員長）

＜コーディネーター＞

◎阿部 陽一郎（Voice from 3.11実行委員）

3.11関連情報
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こころのオアシス

有名なものに「ライナスの毛布」というの

があります。スヌーピーに登場するライナスく

んが、いつも肌身離さず毛布を持っているこ

とにより、「ライナスの毛布」が例に出される

ことも多いです。

羽生選手もオリンピックという緊張のピー

クとなるような場面であのプーさんが身近に

あることによって、まさに「ライナスの毛布」の

ようなに心を落ち着かせて平静を保たせる

という効果があるのかもしれません。

皆さんも大事な場面や緊張するとき、苦手

な人と会うときなど安心できるものを探してみ

てください。

冬も近づき、フィギュアスケートをTVで見かけることも多くなりました。フィギュアスケートといえば
羽生選手は誰もが知っている有名選手です。羽生選手といえば、試合の時にプーさんのティッシュ

ケースを持ち歩いていることが知られています。これにはどんな意味があるのでしょう？

1～3歳頃に、肌身離さず持っている物（ぬいぐるみ、電車など）で、一般的に
言うお気に入りや愛着がこれにあたります。特に不安が高まったときなど
に抱きしめたり握り締めたりする対象のことです。自分の子どもの頃やお子
さんのことを思い出すと、いつも毛布を持ち歩いていたな…など思い当たる
人もいるかもしれません。これを心理学では「移行対象」と言います。

大舞台で活躍する人にとっては、緊張す

る場面で安心できるものがあるというのは大

きいと思います。インタビューでも「プーさん

の安定した顔が好き」と話していたようです。

いつも変わらないプーさんの顔をみると安心

するもかもしれないですね。

自分が緊張するときや、苦手な人と会うと

きなど安心できるものを身近に置くとか、ポ

ケットに入れるとか、バックの中に入れておい

て触ってみるとか・・・。自分の心を落ち着か

せる方法を知っているというのは、スポーツ

選手に限らずとても大事なことだと思います。

心理学の用語にも「移行対象」

というものがあります。

野﨑詩織（臨床心理士・公認心理師）

安心できるもの？

No.15

　ほっと岡山では、毎月第3金曜日に臨床心理士の野﨑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。

移行対象
とは…

　西暦737年に、行
ぎょうきしょうにん

基上人に

よって開山された真言宗単立

の寺院です。

　大祭は、春分の日・秋分の日

の年2回。ご本尊の十一面観
世音菩薩のご開帳やイベント

があり、露店が出て県内はもち

ろん県外からも多くの人の参詣

でにぎわいます。月例祭は毎月

第3日曜日。普段は無住職です
が、地域住民の方が寺院運営

の管理を行っており自由にお詣

りできます。また近くには桜の名

所もあります。

　こちらのお守りは全国でも珍

しく、ご朱印がプリントされた加

持済みの肌着（パンツ）とお札が

セットになっています。トランク

ス、ショーツ、ズロースなど種類

やサイズも数種類用意あり。（棚

に「デカパン」という箱が見えて思

わず吹き出しました）下着を持参し

て加持祈祷をいただく方法もあ

ります。この祈祷済みの下着を

つけることで「老いてからもお嫁

さんに下の世話にならないで

（つまり嫁いらず）健康な生涯を

全うできる」というご利益がある

そうです。

　本堂の左の道から樋の尻山

へのルートには、奥の院や「樋

の尻山の西国33観音霊場巡
り」が設けられています。

　

井原市大江町1036

樋の尻山嫁いらず観音院
ひのしりやまよめいらずかんのんいん

第
八
回

テキスト・写真＝三谷麻由紀
神社お寺巡り

年始に新見市の「いぶきの里スキー場」に行って参りました。

「スキーに行く」は、“go skiing”と言います。to + 不定詞を使っ
て“go to ski”と言いたくなるところですが、そこはぐっと抑えて、
この形を覚えてしまいましょう。

他にも“go shopping” “go swimming” “go jogging”など、ア
ウトドア系の動詞にこの形を使います。

I went skiing at Ibuki no Sato in Okayama. 「岡山のいぶき
の里にスキーに行きました。」となります。場所の前は 「（場所）
に向かう」toではなく、「（場所）で」のin, atです。
“go ～ing”は、英検にも4級くらいから出ますので、頭の片隅
に置いておいてくださいね。

「ドサッ」

「…」 「わー、雪だるまだー。」「助けてよ！」

テキスト・漫画＝西川景子
TIMES

go skiing

アップヒル・オンライン英語教室
小学5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

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/

「無料体験会のお知らせ」 2月5日（土）17:00～17:45
オンラインレッスンを体験してみたい小学校4年生を対象に、「はじめての英文法」
無料体験会を開催します。お申し込みは下記まで。
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復興庁住民意向調査、
「帰還 考える」微 増　

双葉11.3％、富岡9.5％
（福島民友新聞2021.12.08）

　復興庁は７日、東京電力

福島第１原発事故で避難指

示が出ている双葉町と富岡

町の住民意向調査の結果

を発表した。結果は【グラフ】

の通りで「（将来の希望も含め）

戻りたいと考えている」と答

えた割合は、全町避難が続

く双葉が１１.３％（前年比０.５

ポイント増）、帰還困難区域

以外の避難指示が解除さ

れた富岡が９.５％（同１.２ポイ

ント増）と前回調査より微増

だった。

　政府は、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

の避難指示解除に向け、帰

還意向を複数回かけて把

握する方針だが「今回の調

査とは別途確かめる」（復興

庁）としている。

双葉町、来月から自宅な
どで準備宿泊　「線

量心配」住民に不安も
（朝日新聞デジタル2021.12.10）

　東京電力福島第一原発

の事故後、一人も住んでい

ない双葉町で、町民が来月

２０日から自宅などに宿泊

できることが決まった。来

年６月以降の避難指示解

除に向けて、帰還準備をす

るための特例措置。国と町

は、電気や上下水道などの

生活環境が整うめどがつ

いたと説明するが、住民は

放射線や治安への不安を

ぬぐいきれていない。

　９日、いわき市内の仮庁

舎であった町議会全員協

議会では、議員から町への

注文が相次いだ。

責任認定…最高裁判
断は 集団民事訴訟、

慰謝料の方向性に影響
（福島民友新聞2021.12.11）

　東京電力福島第１原発

事故を巡り、国や東電の責

任を問う集団民事訴訟が

全国で約３０件争われてき

た。このうち７件の訴訟は、

早ければ来年以降に最高

裁の判断が示される見通

しだ。司法の最高機関が事

故の責任をどのように認定

するかは、集団訴訟全体の

方向性に大きな影響を与

える。民事訴訟を巡る現状

を探った。

　最高裁に上告されてい

る民事訴訟７件のうち、東

電の責任については全ての

高裁判決で認められ、賠償

が命じられている。一方、国

の責任については、各高裁

の判断は分かれる。国の責

任を争っている４件中３件で

責任が認められ、１件は責任

を否定している。

来年のＧＷに準備宿泊
開始 福島県富岡町

方針 ２０２３年春解除目指
す復興拠点

（福島民報2021.12.16）

　福島県富岡町は、２０２３

（令和５）年春の避難指示解

除を目指している特定復興

再生拠点区域（復興拠点）の

準備宿泊を来年のゴールデ

ンウイーク（ＧＷ）に開始する。

１５日に開会した町議会１２月

定例会の一般質問で、山本

育男町長が示した。

　山本町長は、来年春とし

ている準備宿泊の開始時

期について「ゴールデンウ

イークごろが理想だと考え

ている」と述べた。一方、復

興拠点内の除染や解体工

事の遅れにより詳細な時期

は見極めにくいとし、開始日

の決定は来年３月ごろにな

るとの見通しを示した。

ニュースダイジェスト

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。

2021年12月8日～12月16日

「教養としての茶道」
著者：竹田理絵／出版社：自由国民社（2021/8/27）

　映画の「日日是好日」や「花戦さ」などを見て、これまでぼん

やりとしか知らなかった茶道について改めてざっくり知りたく

なったので読んでみました。

　全般通してのベースの精神性は禅ですが、路地（庭園）を通

り、茶室（建築）に入り、掛け軸（書道）や、生花（華道）があり、和菓

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。

子や懐石（和食）などもあるので、当初のイメージよりだいぶ広い

範囲の文化のようです。香木（お香）などもあるようです。

　薄茶と濃茶があり、濃茶は回し飲みするのが作法だったそう

ですが、コロナ以降は個 に々飲むようになったようです。こういっ

た点は少しずつ変化していくものなのかもしれません。

　岡山でも茶道教室などいくつかあるようなので、機会があれ

ば是非学んでみたいと思いました。（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。

（記事要約）

　東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくの影響で甲

状腺がんになったとして、事故当時福島県内に住んでいた18歳
以下の6人が、東電に対して総額6億1600万円の損害賠償を求
め、東京地裁に1月27日提訴する。6人は、福島県の県民健康調
査などで甲状腺がんと診断、このうち4人は再発に伴う手術で甲

状腺を全摘し、放射線治療を実施または予定している。複数回

の手術や肺への転移がみられた人もおり、再発への不安だけで

なく、結婚や出産ができるか、強い不安を抱えている。

　専門家会議は「因果関係が認められない」との立場だ。弁護

団は、「再発している人も多く過剰診断は考えにくい。東電は原因

が原発事故だと認め、早急に救済すべき」と話す。

原発事故から11年目。原発事故の放射線被ばく影響について、公衆（作業員以
外）が東電を訴える集団訴訟は本訴訟が初となります。「原発事故が原因で甲状
腺がんになったと声をあげると社会からバッシングを受ける雰囲気があり、6人は
沈黙を余儀なくされてきた」。裁判をすることに、大きな勇気がいったと胸が締め
付けられます。実際の原告の記者会見の様子よりまとめました。

小児甲状腺がんは100万人に2人程度の希少ながん。チェルノブイ
リ原発事故後に多発し、IAEAなどの国際機関も事故との因果関係
を認めました。このため国は事故後、当時18歳以下だった子ども38万
人を対象に甲状腺スクリーニング検査を開始、300人近い子どもが
甲状腺がんと診断されました。これについて、通常より数十倍多いとし

ながらも、国は事故による被ばく線量はチェルノブイリと比べてはるか

に低いとして、被ばくとの因果関係を否定。精密な検査により、治療の

必要のないがんを多数見つけている「過剰診断」が起きているとの

可能性を指摘してきました。

しかし、原発事故後の福島で小児甲状腺がんが多発していること、

全員乳頭がんであること（遺伝性が認められているのは髄様がんのみ）、

原告らの甲状腺がんは進行して手術、再手術に至ったこと等から、発

症したのは、東京電力の事故が原因である蓋然性が極めて高いと弁

護団は主張しています。また、被ばく以外の原因によるものであること

を立証しない限り、がんの原因は事故による被ばくであると認められる

べきと考えています。（＊）

「同じように苦しんでいる人たちが他にも300人もいる。自分たちが
先頭にたって声をあげることは、自分たちだけでなく、生涯に渡って安

心して暮らせるような医療と生活の保障のための新しい制度をつくる

ことに役立つと思って加わった」と、当時幼かった原告の方たちの思

いと勇気。提訴期日は1月27日です。専門家会議もあらためて今後に
注視していきたいと思いました。

本訴訟のポイント
（1）被ばくと病気との間に因果関係が認められるかどうかが主た

る争点。
（2）原告らが事故によって相当量の被ばくをしている以上、被告側

において原告らのがんが被ばく以外の原因によるものである
ことを立証すべき。

（3）被ばくによって未成年ががんを発症するという深刻な損害が生
じている。

（4）内部被ばくをめぐる訴訟としては、広島の「黒い雨」裁判およ
び長崎被爆地域拡大訴訟と類似している。

（5）原発事故と甲状腺がんの因果関係を扱う本邦初の裁判。
（6）本訴訟が、福島原発事故の被害をめぐり、他の避難者訴訟（主

に区域外避難の損害論）に影響を与える可能性がある。

〈第3回〉 本当に甲状腺がんと因果関係は
認められないの？

新
聞

記
事

か
ら

考
え
る
。

「福島第一原発事故の被ばくで甲状腺がんに」と主張
事故当時子どもだった6人が東電を提訴へ

（2022年1月19日付／東京新聞）

 –

（＊）………「311子ども甲状腺がん裁判」記者レク資料より抜粋）一般に
訴訟上の因果関係の立証は「特定の事実が特定の結果発生を招いた高
度の蓋然性」を証明することとされているが、公害訴訟の判決では、原告
住民側が公害物質によって健康被害を生じた蓋然性を証明すれば、被告
企業側がそれ以外の原因を証明しない限り、因果関係を認めるという判
断が積み重ねられてきた。本件においても、同様の判断枠組みを主張する
ことになる。
［参考］2022年1月19日「311子ども甲状腺がん裁判」記者レク資料
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スタッフより
●年末に南相馬市までふるさと交流
会のスタッフ（託児の係で）行ってきまし
た、もう少し乗り換え時間に余裕を持
たせて列車を決めておけば良かったと、
行きも帰りも、東京駅で走ることになっ
てしまった。
交流会は、どうやって子どもたちの気を
引いているか？何をするかで、久しぶり
にバルーンアートをやりました。以外と
覚えているものですね。（宮岡義人）

● 2022年2月5日（土）から5月8日（日）ま
で、神戸市立博物館で開催される「大
英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの
物語」に行こうと思ってます。ミイラと
か出土品て、好きなんです。昔の人の暮
らしをどんなだったのかなぁとあれこれ
想像する時間が楽しいんですよね。（宮
岡篤子）

●岡山で2月といえば西大寺観音の
「会陽」ですね。今年は宝木争奪戦を
行わず、無観客で行うそうです。宝木争
奪戦をしないで何をするんでしょうね？
参加者が手を挙げているのは下へ押し
やられないためで、もし下へ押しやられ
ると「〇番札の下で『はだか』が倒れて
います」などと不思議なアナウンスが流
れます。行ってみるとテレビでは見られ
ないものも見られて面白いですね。（杉
本）

●相談員の宮岡さんの工房に行ってき
ました。アロマケアでオイルをブレンド
する時に使うガラスのマドラーを作る
のが目的でしたが作っていると楽しくな
り、水玉模様のとんぼ玉も作りました。
宮岡さんが作っているのを見ていると
簡単そうなのに実際自分でやってみる
と思ったようにいきません。でも自分で
作ったモノは少し形がいびつですが

とっても気に入っています。（大谷）

●寒い日の休日、郊外にいると夏に比
べて結構静かに感じることが多いので
すが、そんな中「ヒーョ」とヒヨドリの少
し高い鳴く声が聞こえることがありま
す。鳴き声だけでなく見た目も灰色で
地味ですが、福島にいるころから好きな
鳥です。実家では余ったミカンとかを木
の枝に刺しておくと庭先でも来てくれ
て、ついばむ姿を楽しんでいました。（木
原）

●最近の北から南まで日本列島での
地震の多さはこれから何が起こるのか
と気になるところだ。それなのに政権
は東海第二原発の再稼働をもくろんで
いる。国民の命と安全を守るとお題目
の様に言っていた総理が居たが、本心
は金をまもる、利権を守ると言いたいの
だろう。また放射能汚染水の海洋放出

もトリチウムの危険、内部被ばくの危
険、食物連鎖の怖さを考えると日本だ
けの問題ではなく大きな環境問題であ
る。あらゆるやり方で声を上げて行くし
かないと思う。（大和田）

●夜中の津波を知らせるニュース。緊
急時のアラートはどきりとしました。家
族で眠れなくなってしまい、次の日もそ
の次の日も気持ちが高ぶりました。危
機に対して身を守ろうとして、交感神経
が高まるのですよね。危険を感じてい
る時には必要な反応でもある。自分が
自分を守ろうとしているんだなあ思いま
した。心理的に辛いなと思う時こそ、身
体のケアですね。呼吸を深めにしたり、
温かい飲み物を取ってみたり、お子さん
だったら撫でてあげたり、抱きしめてあ
げたり、一緒に歌うなど声を出すことも
効果的だそうです。身体のケアが心の
ケアにもなりますね。（はっとり）
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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

1.30 31 2.1 2 3 4 5

●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

●Voice from 3.11

●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）

13 14 15 16 17 18 19

●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）

20 21 22 23 24 25 26

●ひみつきち

●相談員：はっとり ●相談員：はっとり
●かけはし交流会
●被災者健診
　岡山協立病院

●相談員：はっとり

6 7 8

●相談員：大和田

●相談員：はっとり

9 10 11

●相談員：宮岡（義） ●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

27 28 3.1 2 3 4

●事例から学ぶ
　被災者との
　コミュニケーション

●311フォーラム

5

●節分・ひなまつり
　がっちゃんこ
　パーティー

◎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。

申込み先 ほっと岡山 Fax: 086-230-4561
E-mail: hotokayama@gmail. com0120-566-311

2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！

イベントのお知らせ

◎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
2/16、26

 子どもの居場所「ひみつきち」
2月はコロナウイルス感染拡大防止のため、
2/16（午後 2時～）のみ通常のひみつきちを

開きます。26日の詳細はP7をご覧ください。
●場所 ほっと岡山交流スペース
●オンライン学習支援 満席になりました

毎月第1金曜
2/4（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：2月3日午後4時）

＊次は3月4日（金）に開催します。

毎月第2土曜夜
2/12（土）

  避難者オンライン交流会
2月のテーマは、「災害時のもしもの備え、どう
してる？」。お住まいの地域ならではの対策や、

備蓄はどのくらい必要？ 突然の災害で不安
で心配になるけどどうしたらいい？ など、一緒

にお話しませんか？全国どこからでもご参加

ください。「ネット環境がない」「うまくつながら

ない」など、参加したいのにできない環境の

方は、遠慮せずご相談ください。機器の貸し

出しや他の手段をご提案いたします。

●時間 午後7時30分～9時
●オンラインにて開催 （Zoom使用）

●締切 2月10日午後4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5回］

 あーとのじかんねっこぼっこ
2月のねっこぼっ
こは、ミニ織り機

で作る「羊毛コー

スター」です。毛

糸は赤磐市の熊

山地区で育つ羊の毛で紡がれた羊毛です。

どんなコースターが出来るかワクワクします。

●日時  2月16日（水）午前10時～12時 （9時

45分～Zoom入室可）

毎月最終木曜日
2/24（木）

 ミニ交流会くるくるお茶会
2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。ご参加の方は、

マスクの着用をお願いします。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トリート

メントを行います。

●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

2/25（金）

 かけはし交流会

避難元へ戻られた方を招いた交流会「かけ

はし交流会」。昨春発刊した「つむぐ–3.11
避難者の声–」に登場した丹治泰弘さんを

お招きします。福島市から2012年に岡山市
に避難移住し18年に戻られました。福島で
は司法書士のいない地域に事務所を構え、

地域の人の「困りごと」に応えています。福島

原発岡山訴訟等にも精力的に関わり続けて

います。丹治さんの今の暮らしや思いなど、

お話をうかがいます。

今年も「福島の子どもたち香川へおいでプ

ロジェクト」さんと開催します。オンラインの

みですが、全国どこからでもご参加ください。

「オンラインの環境がない」等お困りの点が

ございましたら、遠慮せずご連絡ください。

皆さまのご参加をお待ちしています。

●日時 2月25日（金）午後2時～4時（1時30

分からご入室できます）

●オンラインにて開催 （Zoom使用）

●参加 避難・移住者の方、支援者、一般の方
●お申込・問い合わせ ほっと岡山までメー
ルまたはファクスにて、以下をお知らせの上、
お申し込みください。（締切：2月20日）

①お名前 ②連絡先（メールもしくは電話、住
所）＊お茶とお菓子を送ります。ほっとひと息つ

きながらご一緒しましょう。
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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

D
es

ig
n:

O
ka

no
Yu

ic
hi

ro（
hi

fo
o

fa
rm
）

インスタグラム
「hotokayama」

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

国
道

30号

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」

P
P

→
清
輝
橋
駅

ほっと岡山

発行：2022年 2月1日
発行元：一般社団法人ほっと岡山
〒700-0921
岡山県岡山市北区東古松1-14-24
コーポ錦 1F
TEL : 070-5670-5676
FAX: 086-230-4561
–
©2022ほっと岡山 All Rights Reserved
禁・無断複写、転載

2022年2月号16


