第 97 号 平成 30 年 7 月 25 日発行
発行：愛知県被災者支援センター
住所：名古屋市中区三の丸 3-2-1
愛知県東大手庁舎 1 階
TEL：052-954-6722
FAX：052-954-6993
開館：月曜～金曜 10 時～17 時

「明治村に行ったよ！」
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写真
特集

わたしたちの今。ふるさとの今。

私は今、吹奏楽団でトランペット
を演奏しています。吹奏楽団では
定期演奏会や福祉施設で慰問演
奏などたくさんの演奏の機会が
あり、とても楽しめています。
リサ

～活動予定～
イベント、サーフィンの大会、フェス
等でチャリティー活動をします。
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フラガールになって
元気・笑顔を届ける為
に、週 6 日フラを頑張
っています(*^-^*)
心の復興を願って...
みゆう

未結（14 歳）

ラキュー（LaQ）とは、
基本パーツとジョイン
トパーツをつなぎあわ
せて自由に創作するパ
ズルブロックです。

N コンとは、
ＮＨＫ杯全国高校放送
コンテストのことです。
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めざす職業ごとの奨学金
めざす職業によっては、独自の奨学金制度があります。給付型奨学金と、条件により返還免除となる貸
付型奨学金を紹介します。各団体ホームページをご覧のうえ、詳しくは各団体へお問い合わせください。

備考

①制度の名称
②対象者

掲載している制度は、司法修習生と海外留

③給付額または貸付額

学を除き、愛知県の制度です。基本的にはどの

④貸付の場合は、返還不要となる条件

都道府県でも同様の制度がありますので、進

⑤実施している機関名・団体名、電話番号

学先の都道府県名と制度の名称を併せて検索

ホームページの QR コード

してください。

介護福祉士・社会福祉士

医師になりたい！

になりたい！
①愛知県地域医療確保修学資金
②地域枠入学試験により名古屋大学、名古屋

①介護福祉士等修学資金貸付制度

市立大学、愛知医科大学、藤田保健衛生大
②愛知県内の介護福祉士・社会福祉士養成施

学の医学部に入学した者（県内出身者に限る）

設に入学する者
③貸付
③貸付 修学資金：月額 5 万円以内

修学資金：月額 17 万 5 千円（1 年生）

入学準備金：20 万円以内

月額 15 万円（2～6 年生）

就職準備金：20 万円以内

※小児科、産婦人科を希望する 5～6 年生
は、月額 5 万円を加算

④卒業後 1 年以内に愛知県内で介護福祉士
または社会福祉士として登録し、介護また

④愛知県内で臨床研修を行い、その後、県内

は相談援助の業務で 5 年以上勤務した場

の指定医療機関または県立等の保健所に

合、全額返還免除

7 年間従事した場合、全額返還免除
⑤愛知県 保健医療局

⑤愛知県社会福祉協議会

医務課 地域医療支援室

福祉人材センター

医師確保推進グループ

TEL：052-212-5516

TEL：052-954-6659
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めざす職業ごとの奨学金

保育士になりたい！

弁護士・検事・裁判官になりたい！

①保育士修学資金貸付事業

①司法修習生の修習給付金

②愛知県内の保育士養成施設に入学する者

②平成 29 年 11 月 1 日以降に採用された司法修習生

③貸付 修学資金：月額 5 万円以内

③基本給付金：月額 13 万 5 千円
住居給付金：月額 3 万 5 千円（自ら居住する

入学準備金：20 万円以内

ために住宅を借り受け，家賃を支払っている場合）

就職準備金：20 万円以内

移転給付金：最高裁判所の定める路程に応じた定額

④卒業後 1 年以内に愛知県内で保育士とし

④給付のため返還不要

て登録し、5 年以上勤務した場合、全額返
還免除

⑤最高裁判所 司法研修所
【最高裁判所ウェブサイト内、
司法研修所のページ】→

⑤愛知県社会福祉協議会
福祉人材センター

※授業料減免等の制度に関しては、各大学・

TEL：052-212-5516

ご 紹 介

法科大学院へお問い合わせください。

海外留学したい高校生・大学生へ

①トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム

④給付のため返還不要

②日本の大学等に在籍する日本人学生等

⑤独立行政法人日本学生支援機構
「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」

③給付 （例）大学全国コース
奨学金：月額 12 万円または 16 万円（地域による）
留学準備金：アジア地域 15 万円
その他地域 25 万円
※大学生向け、
高校生向けに複数のコースあり

授業料：支援期間が 1 年を超える：60 万円

※大学生に関してのみ、語学のみの留学は除く

支援期間が 1 年以内：30 万円
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甲状腺エコー検診＆交流相談会が、6 月 3 日（日）10：00～16：00 に、医療法人名南会・名南
病院（名古屋市南区）にて、愛知県民主医療機関連合会と愛知県被災者支援センターの共催によ
り行われ、28 世帯 59 名（大人 43 名、子ども 16 名）が参加されました。甲状腺エコー検診には、
医師、検査技師など 29 名の民医連スタッフが当たられました。交流相談会は、弁護士、臨床心理
士、在宅保健師会などの専門家の協力を得て、甲状腺勉強会、健康や子育て相談、放射能情報コ
ーナーでの相談を行ったり、気楽におしゃべりを楽しみました。また当事者自身にもアロマハン
ドトリートメントとビーズ細工コーナーを担当していただきました。
参加者アンケートより抜粋

交流
相談会

知人ができ、
助かった。

アロマのハンドマッサージも、心
身ともに癒され、お話を親身に聞

いていただき、うれしかった。

時間もかからず、
負担が少なくて助
かり、エコー結果
を郵送していただ

甲状腺
エコー検診

在宅保健師会「あいち」
丸山路代

けるのも、とても
ありがたい。

コーナー

勉強になった
ことがたくさ
んあった。

甲状腺エコー検診前

仕事上の悩み相談では、保健師活動を通しての

の緊張感をアロマの香

経験からその大変さに共感でき、傾聴するだけで

りが和らげてくれる。

したが「わかってもらえただけで気持ちが楽にな

ビーズアクセサリー作りに夢中の子どもたち。
彼

った」と言ってくださいました。

らの笑い声が場の雰囲気を明るくしてくれ、居心

一歩一歩前に進んで一見順調に見える人も、帰

地のいい交流の場でした。

還しないことを後ろめたく感じていたり、知人と

個別相談では、外来での結果説明があまりにも

離れ離れになって寂しい。ここで新たな関係を築

簡単で納得できないと言う A さんに同席。土井

いていかなければならないことへの不安などが

先生が検査データを一つ一つ丁寧に説明され頷

雑談の中から伺えました。

く A さん。

自分の気持ちに気づき、安心して気持ちを吐露

病院の外来と違って多職種の専門家が揃った

できることで気持ちが楽になると言われるよう

“よろず相談”。じっくりと時間をかけて相談でき

に、今後も機会があれば協力したいと思います。

てよかったですね。
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参加者
ペンネームちゃこ

6 月 3 日の甲状腺エ

に専門家の方と話して、視野を広げることは大切

コー検診&交流相談会

だと感じました。

に参加しました。
この企

相談会後はハンドマッサージを受けました。ア

画には初めて参加しましたが、検診の待ち時間も

ロマの香りと優しい雰囲気でとても癒されまし

少なく、親切な対応で緊張がほぐれました。検査

た。自覚してなかったのですが体が張っていて、

も丁寧にじっくりとやって頂きました。診察では

「結構疲れてるかも～色々大変だよね～」とおし

先生がとても気さくな方で、
子育ての悩みまで聞

ゃべりしながらのマッサージは、心身共に軽くな

いて頂いて心がラクになりました。

りありがたかったです。

交流会会場では先生のミニセミナーもあり、甲

交流会では安心素材のお弁当を食べながら、顔

状腺のことや被曝について、
基礎知識から現在の

見知りの方と近況を伝え合ったり、初めての方と

状況まで、とても分かりやすく話して下さいまし

の出会いもありました。

た。

避難後年数も経ち、心も落ち着いてはきました

この日は専門家への相談も申し込みしていて、

が、当時の思いは変わりませんし、日々の生活の

じっくりと話を聞いてもらいました。
今の自分に

中での色々な思いもあります。そんな中で気持ち

できていること、
今やるべきことが整理できまし

を共感し合え、新しい情報をもらえる機会はとて

た。何気なくやっているとが、実はとても大事な

もありがたいと思いました。またぜひ参加したい

ことだったと目からウロコのこともあり、
定期的

と思います。

医療法人名南会
小児科 吉岡モモ

私の病院が所属する

も行いました。愛知民医連内だけでは技師の不足

愛知民医連が始めた「甲

もあり今後の課題です。この取り組みを医学生や

状腺エコー検診」
も今年

研修医に伝えたり、他の医療機関とつないだりす

で 5 年目となりました。私は初回から先日の検

ることもさらに必要と考えています。

診まで（短時間の時もありましたが）全て参加さ

時が過ぎていく中で、健康被害が無視されたり

せていただきました。
この５年間で明らかな嚢胞

しないよう、医療者としてずっと訴えて行きます。

（のうほう） ／結節の増加が認められていないこと

また今後も何でも相談してもらえるような検診

は本当に良かったのですが、
子どもたちが小学生

を続けていきたいと思っています。

になり、また中学生・高校生へと成長していく中
で様々な症状や悩みを持ち、
それを相談できる場
がないことを毎回感じます。
検診に来ることで思
い出させることになり辛い気持ちを伺うことも
ありました。
けれど経過を追うこともまた大切で
複雑な気持ちになります。
正しい知識と技術を提供できるよう 2 年前に
は福島の放射線技師を招いてエコー実技研修会
▲甲状腺エコー検診のようす（医師は別の方）
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8 月イベント情報

夏がやってきた！！
みなさん、夏休みはなにをして過ごしますか？

開催日

イベント名

20 日(月)

26 日(日)

内容（主催）

最寄駅

あおぞらカフェ

アロマハンドトリートメントを教

地下鉄

「アロマハンドトリートメント体験会」

えてもらおう（ゆのちゅーる）

「市役所」

夏休みを一緒に過ごそう！

宿題などを持ってきて、勉強しよう

地下鉄

（勉強会）

（愛知淑徳大学なごやであそび隊）

「星ヶ丘」

※イベントの一部を掲載しています。その他のイベントや申込先などの詳細は、同封（前月号に同封して
いる場合もあります）のチラシをご覧ください。

募集中！
≪写真特集 Day to Day≫
①写真 1 点～2 点、②一言メッセージ（25 字～65 字）
、③執筆者名（氏名または下の
名前のみまたはペンネーム）を明記のうえ、メールにてお送りください。部活や習い事、
趣味などの現在取り組んでいることや、ふるさとに帰省した際の写真を募集しています。
今後は、10 月、1 月、3 月に掲載しますので、その前月 25 日が締め切りです。

問合せ先・送り先
●TEL：052-954-6722

メールフォーム➡
●E-mail：aozora@aichi-shien.net

●住所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸 3-2-1 愛知県東大手庁舎 1 階

・囲碁の女流棋士、16 歳の上野愛咲美「女流棋聖」2 段が NHK テレビ囲碁で高名な男性 9 段

編

棋士に勝利。力でねじ伏せました。女流棋士が男性棋士に勝つのは珍しい。囲碁界に将棋の藤
井聡太 7 段のようなムーブメントを期待したい。
（H.T）

集

・甲状腺の検査とみんなのひろば交流会が名古屋市南区名南病院にて開催されました。今回も
たくさんの方にアロマハンドトリートメントを受けて頂けました。また皆様とお会い出来るの
を楽しみにしています。(Y .S)

後

・原発事故損害賠償請求訴訟 愛知岐阜の裁判を傍聴してきました。9/28 から原告本人尋問が
始まるそうです。あの緊張する雰囲気の中、皆さんが辛い記憶を話すのかと思うと、ぜひ傍聴

記

席から応援しなくては... という気持ちになりました。（Y.Y）
・毎年、寒中見舞いの絵手紙を送ってくださっている甚目寺中学校の
大野先生からアサガオをいただきました。阪神淡路大震災で被災し
た女の子が育てていたアサガオの種を受け継いでいるそうです。
（H.S）
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