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2017年もみんなの手をよろしくお願いします！
新年の幕開けです。新しい生活をスタートする方も多い年。どなた様にとってもとても幸多い年になりま
すように祈願しております。2017年も皆様と共に歩んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

★日　時　　2017 年１月 14 日（土）18:00 ～
★場　所　　みんなのカフェ（京都市伏見区両替町４−３１９）
★アクセス　京阪伏見桃山駅徒歩 2 分　近鉄桃山御陵前駅徒歩 3 分　JR 奈良線桃山駅徒歩 10 分
★参加費　　無料　※事前申し込み要
★内　容　　夕食 ( つきたて餅・サラダ・京のおばんざい盛り合わせ・デザート )
　　　　　　ふるさとの懐かしい納豆餅や高遠（大根）餅、砂糖醤油餅、海苔餅、きな粉餅、あんころ餅、お餅食べ放題！！！
　　　　　　うたごえコンサート　（お好きな歌をみんなで思いっきり歌いましょう！楽器演奏できる方ぜひ演奏してください）
　　　　　　キャリアカウンセラーに夜カウンセリングワークショップあり。
★申込方法　お名前・ご連絡先・参加人数を明記の上、電話・メールでお申込みください。
　　　　　　メール　minnanote123@gmail.com　電話　075-632-9352
★申込締切　1 月 11 日（水）人数把握のためにお早めにお申し込みください。

新幹線で福島へ帰省しましょう！
「ふるさととつながろうツアー」

日　時　帰省日程は各自の予定で OK　※福島県内での交流会への参加が必須
対　象　京都府もしくは関西地方に福島県から避難されておられる方　参加費　無料（往復交通費・交流会参加費込）
内　容　福島県内での交流会にご参加いただければ、福島までの新幹線往復料金をお支払いします。
申込方法　申込書を持参、郵送、メールもしくはホームページでお申し込みください。先着順受付、受付後すぐにご連絡いたします。

ふるさととつながろうツアー概要

毎年恒例になりました餅つき交流会です。一緒に餅つきをして、心も体も温まりましょう！今年は、みんなでうたえる「うた
ごえコンサート」も開催！年の始めにみんな揃って楽しみましょう！

餅つき交流会＆新春うたごえの集い
＠みんなのカフェ

京都市伏見区両替町4-319
☎ 075-632-9362（オフィス） 

☎ 075-632-9352（カフェ）  HP:070-5656-5621
MAIL:minnanote123@gmail.com
HP http://www.minnanote.org

http://www.facebook.com/minnanote

みんなの手

Minnanote is Supported by

福島 県

に参加して

②2017年1月～3月までのツアーも実施！
＊ ツアーの日程に合わない場合は、個別の交流会
を設定して、福島県内で開催の交流会参加で無
料で福島県の自宅に帰省できます。（人数の関係で
実施できないこともありますのでその点はご了承ください）

①年末年始実施のツアーに参加
（避難先から自宅までの交通費がすべて無料）
＊12月29日or1月4日開催の
　福島県内での交流会に参加していただくと
　無料で福島県の自宅に帰省できます。
　（避難先から自宅までの交通費がすべて無料）　

　福島県避難者支援課および他の支援団体からご支援をいた
だきまして、福島県からの避難者の皆様に、新幹線で帰省し、
ふるさととつながりを深めていただくツアーを実施できる運
びとなりました。ぜひ、ふるさとでゆっくり家族と一緒にお
正月をお過ごしください。
１）福島市や福島市周辺の方は
日時　2017年1月3日（火）４日（水）11:00～13:30  
場所　チャネルスクエア福島県福島市南矢野目字夜梨 4-1
　　　http://channelsquare.jp  駐車場あり
内容　チャネルスクエア内にある 30 年プロジェクトさんの
　　　お話を聞いて、チャネルスクエアのカフェでランチ交流会
２）郡山市や郡山市周辺の方は
日時　2016年12月29日（木）13 時集合
場所　JR 郡山在来線改札口
内容　３A ネットワークさんを訪問

新幹線助成の要件、
その他詳細
　　　  → P7 へ

いずれかの交流会への参加が必須です。
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住宅情報 column

◆初売り広告と住宅展示場を要チェック！　
地元へ帰還をお考えの方にも避難先での住宅探しをお考えの
方にも、この時期におすすめしたいのは、年末年始の新聞の
チラシ、初売り広告と住宅展示場見学です！実際にあった
ケースで、初売り商品として、県庁所在市内の住宅展示場の
モデルハウスが土地付きで 800 万！…それも 1 棟だけでな
く複数の地域、そして洋風 / 和風など異なるタイプの家々が
初売りの目玉商品になっていたことがあります。年末までに
住宅展示場やモデルルームを見学すると、会社によっては初
売りの内容を教えてくれる場合もあります

◆年明けに UR 賃貸の新キャンペーン開始
　礼金・仲介手数料、契約更新料・保証人が不要の UR 賃貸
では、年明けからキャンペーンが開始されます。　担当職員
によると、年末までに興味のある団地や物件を見学して、キャ
ンペーン開始の年明けから家賃が割引されるのを待って契約
するお客もいるそうです。最大 9 年間、家賃２０％引きも
可能とか。見学の申込みはお早めに☆
★ UR 男山団地特集   問合せ：男山団地募集案内所　 075 ( 
982 ) 8095
男山団地がある京都府八幡市は、京都市、大阪市という二大
都市の中間にあり、緑豊かな丘陵地で静かな街です。

◎魅力１　京阪本線「樟葉」駅・「八幡市」駅、JR 学研都市線「松
井山手」駅も利用でき、2 線 3 駅を選んで使いこなせて便
利です。「樟葉」駅始発の大阪方面行きの電車も多数で通勤
も楽。最寄駅から２路線のバスも運行していて、交通に便利。
団地内には複数の商店街、他にも隣接スーパー、駅には　く
ずはモール、また、近くに京都唯一の「コストコ」もあり、
暮らしに必要なもののほとんどが近場で買い揃えられます。

◎魅力２　団地では八幡市・関西大学の協力により ｢男山地
域活性化プロジェクト」を行うなど、コミュニティづくりに
力を入れており、周辺家族との関係づくりがしっかりできま
す。団地内の「だんだんテラス」では、関西大学の学生たち
による子育て支援を実施。子供たちが楽しみ、親子がふれあ
えるイベントを開催しています。

◎魅力３　最寄の男山病院では、自治体では希少な「病児保
育制度」を提供。子どもが急に風邪をひいて保育園に行けな
いときなどは、お子様を隣接の男山病院で預かってくれるの
で、お仕事に休むこともなく、子育てと仕事あるいは家事と

住宅関連情報新春特大号！
今年も 1 年ありがとうございました。来年もみんなで
手を取り合い、ともに寄り添い笑顔あふれる 1 年とな
りますよう　今号も嬉しい情報を盛り沢山でお届けし
たいと思います。

の両立をサポートしてくれます。
◎魅力４　八幡市は待機児童ゼロの街。団地周辺にも保育園・
幼稚園が、小学校や医療施設も充実しているため、子供の成
長を安心して見守れます。近隣には八幡市が運営する子育て
支援センターや児童センターが点在、団地内ではおひさまテ
ラスが運営されているなど、お子様にまつわる悩みや相談な
ど、子育てを地域でサポートしてくれます。

◎魅力５　男山団地がある八幡市では「子育て支援医療費助
成制度」があり、子どもの医療費は、中学校卒業まで何度通っ
ても１医療機関につき月額 200 円です。ひとり親世帯、親
のいない子供には、医療費が支給（所得制限あり）されるなど、
医療支援が充実しています。

◆住まい・生活のイベント紹介
◎京都市住宅供給公社運営　都（みやこ）安心すまいセンター
　
セミナー　私が守る！子育て中の防災対策
電話：075( 744 ) 1670
日時：平成 29 年 1 月 15 日　　　　　
会場：ゼスト御池　河原町広場　　　　
受付：１２月１日（木）～１月１４日（土）
子供の命を守るための備蓄や応急手当を紹介し、非常食の試
食を行います。

< 第 1 部 >　 
一般社団法人 Stand for mothers による「防災ママワーク
ショップ」(1 時間 ) 　　
東日本大震災の様子 / 映像、防災危険度チェック、子どもと
家族のためにできること、　防災ママからのメッセージ など

< 第 2 部 >
　京都市の備蓄状況及び非常食の試食会 (30 分 ) 　京都市
が備蓄する非常食と家庭での備蓄のすすめ、非常食の試食会

◎滋賀県南部　甲賀市・湖南市　　空き家見学バスツアー（有
料、要予約）　　
　日時：平成 29 年 1 月 22 日
　電話：滋賀県甲賀市政策推進課　0748 ( 65 ) 0670

避難者にフレンドリーな不動産屋さん
「みんなの手のニュースレターを見て！」「避難者です！」と
伝えてください。
避難者割引特典があります。

アズライフさん
特典　通常家賃の半分から１ヶ月の仲介手数料無料
ホームページ　http://www.azlife.co.jp
電話は　075-254-7212 
受付　９時から 19 時

みんなの手

住宅情報 column
みんなの手

住宅情報 column 入居者　　 予定・キャンペーン 　　 ・
　　ご 　　先などをご紹介いたします。

募集 割引
相談
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街　情報かど
京都市には北区、上京区、左京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、
伏見区と10の区があります。まずは京都駅周辺、東山区から。「観光名所」、「住み心地」、
「交通事情」、「文化教育」の観点からそれぞれご紹介します。ぜひご参考ください。

観光名所　東寺、吉祥院天満宮、鳥羽地蔵、イオンモール京都
桂川、イオンモール KYOTO など

住み心地　企業や工場、物流センターなどが点在するエリアで、
生活空間というよりは、大型商工業施設の区画域となっている。
とはいえ、地下鉄・近鉄の沿線など交通の便が良い場所や、古
くから人の生活空間であった、千本通りや西国街道などの旧街
道沿い、吉祥院周辺などに住宅地が多い。吉祥院や桂は、向日
市に隣接する地域。

交通事情　国道新旧１号線が東寺辺りから大阪方面に伸び、西
方へは桂川に差し掛かる久世橋から 171 号線経由で大阪北部

方面へ通じている。そういった幹線道路は物流のトラックや大
型トレーラなども頻繁に往来し、歩行者は充分な注意が必要な
うえ、信号も長く往来は不便。鉄道の最寄り駅は JR 西大路駅
の他、近鉄が京都駅から十条、竹田を経て伏見方面へ伸びている。
市バスの路線は生活路線用と、通勤路線用に整備されているも
のの、車がないと結構不便な地域。

文化教育→京都市立教育機関http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/ 参照
西大路五条に京都看護大学のほか、平成 11 年までは東寺境内
に種智院大学があったが、伏見区向島に移転した。特殊なもの
でいえば、京都銀行金融大学校桂キャンパスがイオンモール桂
川の裏手に、京都市消防学校が桂川のほとり、名神高速の北側
にある。市立高校は洛陽工業高校、塔南高校、府立高校は鳥羽
高校。市立の幼稚園は南区にはなく、小学校は 11 校、中学校
は五校で、平成 27 年度の小学生は 4328 名。

１◆◆南区◆◆
鴨川から西北の八条通り南、京都駅の南域地帯、西
は自衛隊のある下津林、久世橋あたりまでのエリア

　今回は
▼こちら

みんなの手

住まい探しの集い情報

お話を聞いてからワークショップでご自身の暮らしのイメー
ジを整理します。地域に寄り添いながら、地域で楽しみなが
ら暮らしたい方はぜひご参加ください。
概要
第１部｜トークセッション
・「海の京都」から地域おこし協力隊のゲストをお招きして、「地
域に寄り添う仕事」についてトークセッション　
第２部｜ワークショップ
・「地域の仕事で生きる」ことについて整理してみます。地域
の暮らしがどんなイメージなのか、ゲストと一緒に考えます
日時　1月21日（土）13:30～16:00（13:00 受付開始）
会場　大阪ふるさと暮らし情報センター
　　　シティプラザ大阪　2 階「朗」 ( 大阪市中央区本町橋２- ３１）
お申込み
https://formcreator.jp/answer.php?key=xGeXiqrkSg6
AVOF0vA2kuw%3D%3D

も し く は 参 加 者 名 と 連 絡 先 を 記 載 の 上、
メ ー ル も し く は 電 話 で み ん な の 手 ま で
minnanote123@gmail.com

京都駅から電車で 20 分！スーパー、病院、学校などが駅の近
くに揃い、便利な亀岡。少し駅から離れると、山々に囲まれた
田畑の風景が広がります。今回は、海外からのゲストや地域の
人達が交流するゲストハウスで、子育て中の、企業の研修講師
をしている竹内さんと、マタニティーペイントのアーティスト
の奥様を迎えてのいなか子育てです。
日時 2017 年 1 月 28 日（土）10:30 ～ 15:00
集合 近隣の方 亀岡駅 10:30 集合 ＊自宅から亀岡駅までの交通費支給します

       京都駅中央改札口　9:30 集合　　
場所 ゲストハウス 藤原邸 ※平均 65 歳以上の集落にある古民家。予約のみ
　　　  レストランや海外交流イベント会場として活用されている場所。　

料金 無料　※自宅からの交通費＆ランチ（お子様メニューもあり、ご相談ください）
　　　　　　　　　＆ドリンク代＆嬉しい！亀岡のおみやげ込

ゲストスピーカー 竹内博士さん ＆ 七恵さん 竹内さんは山口
県出身。亀岡でフリーランスのコミュニケータートレーナーと
して企業研修講師。七恵さんは亀岡生まれ。マタニティーペイ
ントのアーティストとして活躍中。
当日の概要 ①トークセッション：竹内さんの移住経験・田舎
暮らしや田舎子育てについて　②ランチタイム : 地域のスペ
シャルなランチをいただきながらフリートーク　③現地散策：
現地をみんなで見てまわり地域の魅了を知る
お申込み お名前・連絡先（メールと電話番号）・参加人数・お
子様用の食事の手配の旨を明記の上、お早めにお申し込みくだ
さい（先着順受付）。minnanote123@gmail.com

田舎暮らし発信イベント
★地域に寄り添う仕事～地域の仕事で生きる～ Part2 
～地域おこし協力隊の方々をゲストにお迎えして、

〝地域に寄り添う仕事〟についてお話をお伺いします！～

★京都のいなか子育てを知るランチ会  ＠亀岡
～地域の隅々まで知る
　　　　　元地方紙新聞記者がナビゲートする亀岡～

大阪 亀岡市1/21  1/28   
主催 京都移住計画
協賛 ふくしま地球市民発電所

◆京都移住計画
　　×みんなの手の
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避難者支援
情報

電話　仙台いのちの電話　022-718-4343
相談時間　年中無休 24 時間 
※毎月 10 日（午前 8 時から翌朝 8 時）は，自殺予防いの
ちの電話 0120-738-556 （フリーダイヤル）を実施。

全避難者の方
東日本大震災心の相談電話
住まいのことお金のこと、仕事のこと、心と身体のこと 子
育て・教育のこと その他相談等臨床心理士がご相談に乗り
ます。被災に伴う精神的な悩み・問題に関すること 　支援
活動に関係する方々の精神的なサポートに関すること 　Ｐ
ＴＳＤに関する啓発的支援 　原発損壊に伴う各種不安に対
する啓発的支援
電話　一般社団法人日本臨床心理士会・臨床心理士による電
話相談　03-3813-9990 
相談時間　毎週月曜日・水曜日・金曜日の９時から１２時（祝
日を除く） 　
毎週月曜日から金曜日の１９時から２１時（祝日を除く）

よりそいホットライン
どんなひとの、悩みにも寄り添って一緒に解決する方法を探
します。暮らしの中で困っていること、ＤＶ等の助成の相談、
死にたいほどのつらい気持ちを聞いてほしい方、一緒に考え
ましょう！
電話番号　一般社団法人社会的包括サポートセンター　どな
たでも　0120-279-338　
岩手・宮城・福島の方専用番号　0120-279-226
相談時間　24 時間

みんなの手

避難者支援
情報みんなの手

避難者支援
情報 避難者の相談窓口

　避難先で困難に出くわした。なんとなくブルーだ。話す人が
いない。そんなときは、公的な相談ラインを利用しましょう！

福島県の避難者の方 
帰還・生活再建に関する相談窓口「被災者のくらし再建相談
ダイヤル」の設置
相談内容　住まい、健康、子育て、就労、就学、環境など、
帰還や生活再建に関する相談。 相談に応じて、県で実施し
ている各種支援策や関係機関の取組み、担当窓口の連絡先な
どを案内。
電話番号  0120-303-059
※フリーダイヤルですので、電話代はお気になさらずにご相
談ください。 
受付時間　9 時 -17 時（月曜日～金曜日）
※祝日・年末年始を除く

宮城県の避難者の方
------- みやぎ心のケアセンター -------
被災された方々の心の相談や心の健康に関する講話，講演会
等を実施。心の不調を感じたらご相談してみてください。
電話　みやぎ心のケアセンター　基幹センター　022-263-
6615 ／石巻地域センター　0225-98-6625 ／気仙沼地
域センター　0226-23-7337 　
相談時間 8 時 30 分から 17 時 30 分
※平日のみ・年末年始を除く
------- いのちの電話ダイヤル -------
不安な気持ち，つらいこと。話してみませんか。

こころのケア相談窓口

みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識
みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識まめまめまめ
みんなの手

避難生活を乗り切る　 知識
◆引っ越しの手続き特集
4 月に向けて引越しをされる方も多くいると思います。引越し
は荷物の移動だけではなく、引越しに伴う手続きもあります。
計画を立ててスムーズにできるように必要な手続きをリスト
アップして、早めに計画を立てることをおススメします。

1．役所関係の手続きチェックリスト
　・住民票の住所移動
　・転入届の提出（同一市内での引っ越しなら／転居届）
　・印鑑登録の住所変更手続き
　・国民健康保険への加入
　・国民年金の住所変更手続き
　・母子手帳の登録変更
　・子ども（児童）手当ての住所変更の手続き
　・学校の転校届

2．公共料金の手続きチェックリスト
　・携帯電話の住所変更手続き
　・新聞の解約手続きと必要書類
　・電気の解約方法と開始手続き
　・都市ガスの解約方法と開栓手続き
　・水道局への解約連絡と開栓手続き
　・郵便物の転送手続き方法

　・固定電話の解約と契約手続き
　・インターネットの引越し移転手続き
　・NHK・衛星放送・ケーブルテレビの契約変更

3．自動車・バイクの手続きチェックリスト
　・バイクの住所変更
　・車庫証明の住所変更手続き
　・駐車場の解約・契約手続き
　・自動車の住所変更手続き
　・運転免許の住所変更手続き

4．その他の手続きチェックリスト
　・地震保険の住所変更手続き
　・火災保険の住所変更手続き
　・クレジットカードの住所変更手続き
　・賃貸物件の解約
　・引越しで転校する際の手続き
　・銀行口座の住所変更手続き
　・パスポートの住所変更手続き
　・ペット類の登録手続き

★住民票を移動されていない方は、上記の手続きの全てが必要で
はありませんが、国民年金や児童手当の手続きなどの住所変更
が必要なので、住民票のある市役所に問い合わせてみましょう
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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごうみんなの手

活動報告 review
みんなの手

活動報告 review
 2016 年 12 月
京都移住計画の移住者ランチ会に参加して

みんなの手

活動報告 review

合い、そこで、いわきでの生
活を始めたや否や３１１の震
災に遭遇。
　津波は免れたものの建物が
半壊し、福島県外に避難。岐
阜県、奈良県など、避難、移
動し、農地と家付の物件を探し続け、２０１６年４月に京丹
波に念願の移住先を見つけた。その後、野菜作りや初めての
稲作にも取り組み、今では自分で育てた野菜と米を使って玄
米菜食の創作料理のケータリングをしている。
　自然豊かな環境で、黒大豆が名産の京丹波。「寒暖差があ
り夜露に濡れることから野菜は水々しく育つ。移住以来、人
に恵まれた」と高橋さん。何もわからず、大変だった８ヶ月。
２反半の田んぼを機械の使い方がわからず全て手で田植えを
したり、借りたコンバインが壊れて全て手刈りになったり。。

い校庭が見え、26 名でこ
の学校の全施設を使えるの
は贅沢に思えました。体育
館のステージに立つと正面
の窓から見える青空と山が
とても美しく、「卒業式に皆
この山を見ながら卒業して
いく」と自慢される校長先生。羨ま
しい限りです。
　校長先生の他にも、地域を活性化
させるために発足した「竹野活性委
員会」の委員さん、地元の方々もお
越しになり学校紹介をしてくれました。子どもたちの登下校
を皆守る町民、学校のイベントには町民も参加するなど、子
どもたちを町ぐるみで見守り、育てている意識の高さは、市
内の学校やコミュニティとは違ったものでした。先日、その
取り組みが評価されて文部科学大臣賞を受賞したそうです。
　大きな校舎、広々として川の流れる校庭、ピザも焼ける石
窯、温かい校長先生や町民の方々との出会い、参加した子ど
もたちは自分の通う学校のように伸び伸び走り回っていまし
た。
　最後は住宅情報の紹介。空き家バンクも利用しながら家を
探すことを勧められました。現在、空いているお得な物件は、
家賃５万円。５部屋と離れ、ちょっとした花壇つき。敷金と
礼金ゼロ。今日から住めるお家です。（ただし条件あり）興
味のある方は、ぜひみんなの手までお問い合わせください。
　JR 京都駅から電車で３６分。京都縦貫道を使って丹波イ
ンターから下りて 10 分以内。通勤圏内で子どもたちを伸び
のび育てながら、移住にも優しい町「京丹波」を移住先とし
て検討してみてはいかがですか。

　12 月 10 日（土）避難者さんと一緒に移住者ランチ会
に参加しました。JR 園部駅に待ち合わせしてから、近くの
公民館若竹センターまで移動して、移住者西原さんのお話
をお聞きしました。西原さんは京都市右京区の出身。古民
家を改修して工房を開業してギター作りをしています。子
どもたちを自然豊かな所で育てたいと思い、丹波に移住。
今はコミュニティの一員となって、地元の定例集会、運動会、
バーバーキュー、草刈り、クリスマス会などに積極的に参加。
消防団にも入り、子どもが少ない地域を盛り上げようと地
域住民と一緒に活動しています。　奥様は、地域のコミュ
ニティセンターでヨーガや子育てサークル等に参加して地
域の人々との交流を積極的に図っているそうです。
　西原さんのお話の後は、ランチタイム。2016 年 4 月に
いわき市から移住した高橋夫婦のケータリング料理でのお
もてなしです。自然料理人の高橋さんのベジタリアンラン
チは大人気。葉つきの人参、椎茸と菊芋のメイン、豆乳ク
リームののったケーキ、海藻のお吸い物、子どもたちには
かぼちゃスープやおにぎり等、みんなぺろっと平らげまし
た。震災後福島を離れて様々な地で移住先を求めて歩き回っ
た高橋さん。丹波を移住先に決め、農業と手作りの料理の
ケータリングを始めた経緯を伺いました。
　次に、地域の小学校を訪問。案内役はなんと校長先生。
若竹センターの隣りにある「竹野小学校」は全校生徒 26
名の学校。平成 3 年に建てられた校舎はデンマーク調デザ
インがモチーフになっており、プラネタリウムも見れる図
書館、施設の整った理科室、音楽室、調理実習室からは広

　～京都や関西に震災を機に避難・移住している方の
ストーリーを綴ります～

　京丹波で玄米菜食のマクロビオ
ティックを自分流にアレンジした「自
然料理人」高橋さんは、東京出身で、
英語専門学校卒業後、米国料理店を渡
り歩く。コンビニ弁当やジャンクフー
ド中心の生活。その一方奥様の由夏さ
んは、食を大事に考え手作りにこだわ
る人だった。
　免疫力が弱まっていた時に腸炎で２回入院。その時に行っ
た自然食品で食べた野菜の味に感動して、由夏子さんの実
家、福島県いわき市のマクロビオテック施設の主宰と知り

みんなの手

京都スタイル
みんなの手

京都スタイル
みんなの手

京都スタイル

→ P7 へ続きます。
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　「みんなのカフェ」では定期的なワークショップや、楽しいイベントや交流会を企画しています。
避難者の皆様は無料や割引などの優遇付きです。お誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

カフェワークショップ　
予約制です。店頭またはお電話でお申し込みください。

ココロとカラダのリラックスメニュー
特 気功クラス
　 第 2・4 木曜日（1 月 12・26 日）９:30 〜 11:00
ゆっくりと息をしながら自分の心に向き合います。講師／長谷川和恵

特 鍼灸マッサージ＆相談
 　毎週水曜日（1 月 11・18・25 日）15:00 〜 17:00
30 分のマッサージの施術を受け悩み相談ができます。講師／松岡善雄

優 ラフターヨガ de 多言語カフェ
　 第３水曜日（1 月 18 日）　10:00 〜 11:30
いろいろな国の言葉で笑うヨガエクササイズ。笑うことで多くの
酸素を取り入れます。講師／生木貴子、笠井由利

優 朝ヨーガ
　 第 4 日曜日 （1 月 29 日）9:30 〜 11:00　※先着 6 名
鍼灸師の先生がインドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸を意識し無
理なく身体を動かします。シニアの方にもおすすめ。講師／松岡善雄

音楽で元気になれるメニュー
優 うたごえカフェ
　 第 2 木・4 月曜 (1 月 12・23 日 )　15:00 〜 17:00
リクエスト曲に加え、懐かしの歌から朝ドラの歌、合唱曲、季節
の歌など毎回たくさんのジャンルの歌を歌っています。ピアノの
生演奏に合わせてみんなで歌います。講師／上平知子

優 篠笛カフェ「笛吹体験」
　 第 3 水曜日（1 月 18 日）16:00 〜 17:00 ※先着 5 名
講師が吹き方を丁寧に指導しますのでどなたでもお気軽に参加で
きます。楽器のない方には笛をお貸しております。講師／川崎安弥子

楽しいもの作りメニュー
優 スワロフスキー手作り講座
　 第 4 火曜日（1 月 24 日）　15:30 〜 17:00
キラキラ光るスワロフスキーを使ってアクサセリー（ペンダント）
を作ります。初心者の方でも簡単に作れます。
講師／林むつみ　★参加費 500 円（材料代込）

子育てに役立つメニュー
優　　　　　　　　　　　　　ふわふわベビーマッサージ教室（A）
　  第２金・第４月曜（1月13・23日）  10:30〜13:30   ※先着15名
優１歳さん以上の  ふわふわベビーマッサージ教室(B)
　第2火曜日（1月10日）10:30 〜 13:30　※先着 15 名
年齢に応じたマッサージの講座。講師／こもざわとみえ・せとあつこ
★参加費 100 円（オイル代含）　※ランチ交流会は別途 1080 円（スイーツ
料金は別途）★持ち物　バスタオル、フェイスタオルなど

優 楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
　  第3火曜（1月17日）　9:30 〜 11:00　※先着 5 名
素手抱っこやスリング体験、紐の調整など知って楽ちんなコツを伝授。
講師／山田今日子　★参加費 500 円

優 育児法セミナー（9月から６回シリーズ3回目）
　  毎月第2水曜（1月11日）　10:00-11:30 テーマ「免疫力を高める」
子供の食べる・寝る・遊ぶをレベルアップする育児法を伝授。講師／清水友浩

▶避難者だけの特別または優遇メニュー
　（表記のないものは参加費無料）

気功クラス

気功クラス

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ

鍼灸マッサージ

朝ヨーガ

ラフターヨガ

うたごえカフェ

田舎暮らし発信イベント

田舎暮らし発信イベント

餅つき交流会

→P7

→ P3

→ P3

→ P1

福島交流会

うたごえカフェ

篠笛カフェ

ベビーマッサージB ベビーマッサージA

ベビーマッサージA

楽ちん抱っこ

育児法セミナー

スワロフスキー

キッズ英会話　★参加費 500 円（テキスト代別途）　講師／西山

楽しみながら基礎英語力を養います。４スキルを伸ばします。
優 幼稚園クラス
　 毎週火曜日（1月10・17・24・31日）14:50 〜 15:40
優 小学生クラス
　 毎週木曜日（1月12・19・26日）16:00 〜 17:00
　 毎週金曜日（1月13・20・27日）16:10 〜 17:10

大人の英会話　★参加費 500 円（テキスト代別途）　講師／西山

目的やレベルに合わせた指導で、英語で考え話せる力を養います。
優 入門クラス
　 毎週月曜日（1月16・23・30日）16:10 〜 17:10
優 初中級クラス
　 毎週月曜日（1月16・23・30日）14:50 〜 16:00
優 中上級クラス
　 毎週木曜日（1月12・19・26日）9:30 〜 10:45

大人英語（中上級）

大人英語（中上級）

大人英語（中上級）

大人英語（初中級）

大人英語（初中級）

大人英語（初中級）

キッズ英語（幼） キッズ英語（小）

キッズ英語（幼）

大人英語（入門）

大人英語（入門）

大人英語（入門） キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（小）

キッズ英語（小）
キッズ英語（幼）

キッズ英語（幼）

１ヶ月検診から
あんよの1歳さんまでの

2017 年 01 月

ふるさとつながろうツアー
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ひとりぼっちじゃない。
みんな一緒に手をつなごう

ワークショップ わくわくフォトワークショップ わくわくフォト

→ P3

→ P3

→ P1

英語レッスンは

仲間作りもでき

ると大好評

うたごえカ
フェは、リ

クエ

スト曲のほ
かに季節の

歌や

合唱曲など
も歌います

常連ママも初めて参加のママも
すぐにママ友に＠べビマ

素敵な音色
の篠笛

素敵なスワロフス
キーを使ったアクセ
サリーがたくさんで
きています

イクメン＆カイロ
プラクターの清水
先生の目から鱗の「育児セミナー」

　そんな高橋さんを見かねて助言をしてくれ協力してくれ
た住民の人たち。違う集落の人も手伝ってくれ、町役場の
親身に寄り添ってくれた。苦労して取れた、生まれて初め
てできたお米だから、「ひとつつぶこぼしても拾ってしま
う」と由夏さん。
　丹波を選んだ理由は、「自然豊かで、アクセスが良いこと。
大阪や奈良、京都、神戸や日本海にも出やすいから。」
　食材にこだわり、料理法にこだわり、ひとつひとつ心を
込めて創られる料理の品。これからも、自然の恵みを食べ
る人に伝える自然料理人として、ふるさとから ７００キロ
離れた丹波の地で頑張ってほしい。

あなたの移住をサポートします！
・京都府移住情報ポータブルサイト「京の田舎ぐらし」
　http://www.kyoto-ijyu.jp
・京都移住コンシェルジュ
　http://concierge@kyoto-I ju.com
移住相談窓口
京都窓口　月～金　9 時～ 17 時
京の田舎暮らし・ふるさとセンター　075-441-6624　
京都市上京区出水通油小路東入ル丁子風呂町 104-2　京都府
庁西別館 ２階　メール：f-center@kyoto-iju.jp
大阪窓口　京都移住コンシェルジュ
木～土（祝除く）　10 時～ 18 時
大阪ふるさと暮らし情報センター　06-4790-3000 
大阪市中央区本町橋 2-31 シティプラザ大阪 １階
メール：info@osaka-furusato.com

自然料理人の移住ストーリー

ワークショップ わくわくフォト

２０１７年のふるさとつながろうツアーは以下の日程で開催
2017 年の週末・祝日・春休みを使って、ふるさとへ一時帰省しませんか
・2017 年 1 月 7 日（土）8 日（日）9 日（月祝）のうち 2 時間
・2017 年 2 月 11 日（土祝）12 日（日）のうち２時間
・2017 年 3 月 18 日（金）19 日（日）20 日（月）のうち 2 時間
・2017 年 3 月末（春休み期間中）
助成対象　参加される方全員分の避難先のご自宅から避難元のご自宅までの交流費
　　　　　　＋交流会の場所までの交通費

新幹線助成のための要件

ツアーのお申込み方法 　希望のツアーを明記の上、みんなの手までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　 希望者が 10 名に達しましたら、ツアーを実施します。
注意事項 ★定員に満たない場合は、実施できないこともありますのですのでご了承ください。
 ・その他 ★自宅⇔福島県の自宅までの移動日はご自分で設定しチケットの手配をしてください。
　　　　 ★新幹線のチケットは出発 1 か月前から購入可能なので、お早めにお申し込みください。

お問合せ メールもしくはお電話で→メールアドレス : minnanote123@gmail.com　☎ 070-5656-5621　西山まで

主催 一般社団法人みんなの手　　　協賛 福島県避難者支援課　国際ソロプチミスト京都 - 北山　　　協力 ふくしま連携復興センター

その4
メイン記事詳細は
　　　  　　　　→ P1 へ 新幹線で福島へ帰省しましょう！　P1 からの続き
「ふるさととつながろうツアー」 に参加して

→ P5 の続き
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みんなの手
3月の予定
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みんなの手
2月の予定

みんなの手
3月の予定

季節だより京都の
みんなの手

活動報告 review
みんなの手

活動報告 review
 2016 年 11 月
避難者交流～重盛千靑さんと巡る
紅葉ツアー＠東福寺

みんなの手

活動報告 review

近鉄「桃山御陵前」駅より徒歩2分
京阪「伏見桃山」駅より徒歩1分
大手筋商店街を西へ、すぐ
一筋目のソフトバンクを左折、
左側ねり天屋さんの向かいの
3階がオフィスになっています。
カフェはその先 50m右側の京町屋です。

大手筋商店街

みんなのカフェ
みんなの手★

★

みんなの手
2月の予定

みんなの手
3月の予定

避難者交流ツアー　ふるさととつながろうツアー

アクセス　Access

　11月27日東福寺に紅葉を見に行きました。案内役は一歩の
会のメンバーで庭師をしている皆川さん。スペシャルゲストとし
て、作庭家の重森千靑さんをお迎えました。
　まずは、東福寺の前に一華院を訪れ、庭園「依稀松の庭」へ。
緑が映える苔庭に、ひときわ伸びた枝をもつ松、「依稀松（いきま
つ）」の庭を鑑賞しました。そこで、庭の松を見ながら、重盛さん
の解説をお聞きしました。京都は北に玄武、東に蒼龍、西に白虎、
南に朱雀と四神相応（しじんそうおう）が守護しており、それを
庭に表したと。2016年初公開の枯山水の北庭「彷彿石庭」で
七五三の石組も鑑賞しました。
　その後、東福寺に移動し、東福寺
庭園を鑑賞。千靑さんのお爺様であ
る昭和の作庭家重森三玲氏が手がけ
た4つの近代禅宗庭園についての説
明を受けました。この庭園は釈迦の
生涯を意味する「八相成道」に因ん
で「八相の庭」と称されているそう
です。日本庭園史上初めての星座を
表現した方丈東庭。古典的である枯
山水をモダンにデザインした方丈南
庭。伝統的な市松模様が立体的にデ
ザインされた方丈西庭。色彩感溢れ
る市松の庭、方丈北庭を解説付きで廻りました。三玲氏の作庭に
対する思いや東福寺の余材を使用した昭和のデザインであること
も教えていただきました。素晴らしいお庭と燃えるようなもみじ
の径を堪能した後は、境内にある京料理店へ。お寺内にある店で、
京の松花堂弁当をいただきました。薄味でひとつひとつ丁寧に作
られた煮炊き物や焼き揚げ物、ちりめ
んじゃこご飯に舌鼓を打ちながら、参
加者通しの交流を深めました。
　日常生活では味わえない、京都の文
化、歴史、食に触れられた 1 日でし
た。重盛さん、一華院住職、一歩の会
の方々など多くの方々にお世話になり
ました。ありがとうございました。

お花見

京都の季節だより
２０１７年初詣に行きたい

開運招福神社ベスト３

平安神宮　大晦日から元旦
にかけて終夜開門し、境内

全ての灯籠に灯がともりま

す。初春の宵に朱塗りの神

殿が浮かび上がります。

住所：左京区岡崎西天王町

　075（761）0221

アクセス：市バス 5「京都会館美術館前」

下鴨神社

京都最古の社の一つで、賀茂

川と高野川が合流する所に広

がる糺の森の中に囲まれてい

ます。境内と糺の森は世界文

化遺産、国の史跡に指定され

ています。*- 加茂みたらし

茶屋 -*「みたらし団子」の発祥の店と呼ばれ、独特の

粘りとまろやかな甘いたれが特徴。蹴鞠初め：1/4 固定

住所：左京区下鴨泉川町 59　075-781-0010

アクセス：市バス 205「下鴨神社前」

松尾大社

京都の最古の神社の一つは秦氏以来の総氏神として洛西

の雄。醸造の祖神として全国的に有名です。松尾造りと

称される本殿は重要文化財。松風苑の三つの庭も必見。 

*- 団ぷ鈴 -* 境内の中にあり、松尾大社の庭を見ながら、

お蕎麦や甘味をいただけます。みたらしだんごは焼きな

がら提供してくれます

住所：西京区嵐山宮町 3　　075-871-5016

アクセス：阪急「松尾駅」


