
�/��より、クラウドファンディングがはじまりました。
サイト内の新着情報や応援コメントには、

多くの方から応援メッセージが届いています。
温かなエールを、ぜひ読んでみてください。

クラファン新着情報

クラウドファンディング
サイトはこちら！

震災、原発事故...広域避難者支援を継続し、
災害の教訓を語り伝えたい。

今月のInstagram
ほっともも太くん

「ほっとおたよりNEWS」は、
東日本大震災により
岡山県へ避難されている方にむけて
無料配布しています
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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。

インスタグラム
「hotokayama」

「ほっと岡山」
ホームページ

フェイスブック
「hotokayama」

YouTube
「ほっとチャンネル」

これまで紙面でお伝えしてきたニュースやイベントは、
いち早く、かつ2ヶ月分を先駆けてお届けできるように、ホームページとSNSをメインに掲載しています。

「特集」や「ほっと岡山レポート」、「こころのオアシス」は、noteにアーカイブを載せて、
いつでもどこでもお読みいただけるようになりました。

＊noteはクリエイターが文章やマンガ、写真、音声を投稿することができ、
ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。

ホームページやSNS、noteで
最新情報をチェックしてみませんか？

❶「NEWS&イベント」で主催イベント、
その他のイベントが常にアップデートさ
れています。
❷「イベントカレンダー」
では2ヶ月分の予定を
確認できます。

」クスリ能射放「、はらかクンリち立役お
移「」て育子「」還帰「」ナロコ「」ろここ「
住「」金お「」断診康健「」故事発原「」住

調「」養保「」事仕「」宅
査研究」などのトピッ
クで情報を調べること
ができます。

ろここ「、」トーポレ山岡とっほ「、」集特「
のオアシス」、など、これまで紙面でご紹
介していた記事がnote

で読めるようになりま
した。ホームページの
リンクからもどうぞ。

21 3困ったときに頼れる
リンク集

早く先まで分かる
予定

もでこど 
 いつでも読める
「ほっと岡山マガジン」

こころの
オアシス

ほっと岡山
レポート

放射能
リスク

コロナ

保養

仕事

お金

子育て

❶

❷

［令和４年11月1日復興庁調べ］

約31,000人
ー

岡山県の避難者数 844人

3



「岡山ひなん者の会（仮）」

クラファン応援グループで
毎週末に集まっています！
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＊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。

火・木・金・第2土…相談日
●…ほっと岡山主催・共催等
●…他団体イベント、他

相談員…●
●司法書士（随時）
はっとり

2月に行われる予定のイベントとその内容です。皆さまのご参加をお待ちしております。ご質問も遠慮なくどうぞ！

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

イベントカレンダー

HPはこちら！

●食糧支援は随時受付ております。
お問い合わせください。

2月

●2月

●311スタディーズ
「核の問題をねっこから考える」2/9

●豊かな海を取り戻そう！
漁業体験ツアー2/18

（土）10:00～12:00（9:45集合）雨天中
止／場所：浅口市寄三郎島漁港／定
員：11名（最少催行人員7名）／内容：
小型底引き網漁船に乗って、瀬戸内海
の現状と、私たちの暮らしとの関わり
について学びましょう。豊かな瀬戸内
海の恵みをお土産にお持ち帰りいた
だけます。 ①寄島漁港から漁船に乗
船しての漁業体験・海底ごみ回収体験 
②漁業者との交流、「海底ごみステー
ション」の見学、振り返り ③漁業体験
でとれた魚介類は、お土産としてお持
ち帰りいただけます。／料金：5,000円
／人（保険料込）／申込：みずしま財
団まで、お申込みフォーム
か、電話でお申込ください。
TEL：086-440-0121

ほっとおたよりNEWS

日 月 火 水 木 金 土

32

●守田敏也さん講演会 被災者検診岡山協立病院

14 17

2 24

3 4

●相談員：はっとり ●相談員：はっとり

●相談員：はっとり
9 10

●被災者検診岡山協立病院
●岡山ひなん者の会
   クラファンmtg

●岡山ひなん者の
会

●相談員：はっとり

●相談員：はっとり ●相談員：はっとり

●被災者検診岡山協立病院

●被災者検診岡山協立病院

●被災者健診
　水島協同病院
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●相談員：はっとり

●相談員：はっとり

●相談員：はっとり

日 月 火 水 木 金 土
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●相談員：はっとり
  

5

●相談員：はっとり：

8

●相談員：はっとり

●みずしま財団
　「漁業体験ツアー」

●食糧支援

●食糧支援

●相談員：はっとり

●被災者検診水島協同病院

11

26 27 28 3/1

●岡山ひなん者の会
   クラファンmtg
●「地域の価値」をつくる』

●岡山ひなん者の会
   クラファンmtg

●岡山ひなん者の会
   クラファンmtg

●岡山ひなん者の会
   クラファンmtg

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。

スタッフより

●クラウドファンディングが始ま
り、お願いの日々を送っています。
「避難者支援」という枠組みで
は、なかなか助成金もつかず、然
も固定費となるとなおさらなの
です。本当に事務所を閉めてし
まおうかという話にも至りました
が、避難者が本音で話せる場所
を残してほしいという要望にが
んばって答えようとしています。

　岡山の人は、「原発からの避難
者」とは福島県の人だけだと
思っています。福島県はもちろん
ですが、関東の広い地域にホッ
トスポットがあり、関東から避難
してきた人たちがいることを知
らない人が多いのです。そして、
「もう１０年以上も経ったのにま
だ支援をしなければならない意
味が分からない」という人も多
いのが現状です。
　でも、これから起きると想定さ

れる大災害に備えるためにもこ
の場所は残しておくべきだと私
は思います。クラウドファンディ
ングも今足踏み状態です。少し
でもこの状況を広めていただき
たいので、ご協力をお願いいた
します。（杉本）
●秋からぐっとページ数を減らし
て、なんとか発行してきました。情
報量が少なく、申し訳なく思いま
す。
　そして、このおたよりをお届け

することは、ささやかですが、み
なさんが何か困った時に連絡で
きる先の選択肢の一つになって、
何かお役に立てたらと思って続
けてきました。
　今回の組織の継続の危機で
は、すっかりほっと岡山の生存確
認の働きにもなっていました。
「つぶやきカード」でのメッセー
ジもありがとうございました。日
常のつぶやきなど、メールでも
お電話でもどうぞ ！（はっとり）

（木）午後の部 13:30 ～ 15:30 ／夜の
部 19:00 ～21:00

　　
内容：原発事故をきっかけに、原子力
エネルギーの源である「核」について、
問題のねっこから考える勉強会を開
きます。午後、夜と２回開催。お申し込
みはほっと岡山まで。
主催：ほっと岡山／定員：各回１
０名程度、先着順
講師：守田敏也さん／同志社大学
社会的共通資本研究センター（宇澤
弘文教授主宰）の客員フェローなど
を経て、現在はフリーライター。京
都「被曝 2 世 3 世の会」世話人、兵庫
県篠山市原子力災害対策検討委員
を兼ねる。福島原発事故降、被曝地
を度々訪問。各地で放射線防護と原
子力災害対策の講演を行い、篠山市
では安定ヨウ素剤の事前配布を実
現。ヨーロッパでも度々講演し、日
本からの原発輸出が計画されてい

＜ご案内＞

アロマケア・大谷さんの
教室とワークショップ

　ほっと岡山 アロマケアの大谷先生が、岡山市学南町で
お子さん向けのキッズアート教室を月に2度開いていま
す。他、赤磐市熊山英国庭園「つながルかおり」もぜひ！

＜原発 ADR ＞

中間指針第五次追補されました。
該当の方は、ご確認ください。

　昨年１２月、原発事故の賠償基準である「中間指針」
第５次追補が策定されました。「被害の実情に見合わな
い」と指摘されてきた指針が改定され、具体的な追加の
賠償が発生します。自主的避難等対象区域の妊婦・子ど
も以外の精神的損害に伴う賠償の期間が延びた点もあ
りますが、対象外地域の見直しには及んでおりません。
　福島県HPに掲載されている「中間指針第五次追補（集
団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて）
の概要（令和 4年 12月 20日原子力損害賠償紛争審査
会）に詳細が記載されております。こちらをご覧ください。
　不明点や ADR のご相談等ございましたら、原子力損
害賠償紛争解決センター（ADRセンター）、またはお気軽
にほっと岡山までご相談ください。

＜しんぐるまざあず・ふぉーらむ制作＞

『教育費サポートブック』
＜2023 年版＞ができました

　子どもに希望通りの教育を受けさせてあげたいけれ
ど、大学や専門学校の学費をどうやって用意したらいい
のか？  どのような種類の奨学金、支援制度があるのか？ 
教育費に不安を抱える親や子どもの不安を少しでも和ら
げ、教育費の準備をするためのお手伝いになればと作成
された冊子です。
●ひとり親の方に無料でお送りします
「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」 HP  https://www.sin-
gle-mama.com/  より、お申し込みください。

●購入のお申込み、ダウンロー
ドも上記HPをご覧ください。
●ほっと岡山でプリントアウトも
できます（ひとり親家庭の方は無
料です）
＊他にも、「しんぐるまざあず・
ふぉーらむ」HPには、ひとり親の
方を対象とした情報や、会員募
集など、お役立て情報が集まっ
ています。ぜひ、のぞいてみてく
ださい。

　８月からはじまった「岡山ひなん者の会」、現在はそちらで集
まった皆さんを中心に、クラウドファンディングの応援グルー
プとして、主に第２土曜の夕方からほっと岡山交流スペースと
オンラインで集まっています。チラシ配りなどの広報作業のほ
か、応援のお願い、そして達成記念イベントの準備もはじまっ
ています。
　「岡山ひなん者の会」そしてクラファン応援グループへ、どな
たでも参加いただけます。気になる方、詳細を知りたい方、Line
グループに入りたい方は、ぜひご参加・ご連絡ください。

今年の３.��も集ます。

久しぶりの方も、初めましての方

も、どうぞお集まりください。

●日時： �/��（金）午後�時～�時

●場所：ほっと岡山エントランス  

　（岡 山 市 北 区 東 古 松 � - � � - � �

　　コーポ錦�F）

●メッセージを「ともしび」に添え

ます。当 日 会 場 で記 入 い た だく

か、事前 に下記のQRコードから

お寄せください。

るトルコに 4 回訪問している。ブロ
グ「明日に向けて」で情報を発信。著
書に物理学者矢ヶ﨑克馬氏との共
著『内部被曝』（岩波ブックレット）、
原子力災害対策をまとめた『原発か
らの命の守り方』( 海象社）。
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ほっと岡山　エントランスにて

年明けすぐのミーティン
グは、子どもも参加して
賑やかに。相談室でお雑
煮を作ってみんなで食べ
ました。オンラインの皆
さん、ごめんなさい ...

ご予約・お問合せ：Marbles オオタニTEL：090-1182-9270（留守電）


