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Event  Info

梅雨が明けて本格的な夏が始まりました。今
年の夏は例年以上に暑い日が続いています。
行楽のシーズンですが、熱中症に気をつけな
がら楽しい夏をお過ごしください。
よろしくお願いいたします。

避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

「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、交流会を
企画しています。お友達も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

キッズ英語
（小学生クラス）
大人英語
（ 入門、初中級）
うたごえカフェ
ベビーマッサージ

楽ちん抱っこ
グルーデコ

キッズ英語
（幼児クラス）
鍼灸マッサージ

大人英語
（中上級）
キッズ英語
（小学生クラス）
うたごえカフェ

ベビーマッサージ 篠笛カフェ第3

第 2

第 2 第 2
第 4

予約

毎週 毎週

毎週

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 日曜日
MON

TU
E

WED
TH

U
FR

I

鍼灸マッサージ＆癒しのセッション
お一人 30 分のセッションです。マッサー
ジの施術を受け悩み相談ができます。
水曜日　15:00 ～ 17:00
予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

ふわふわベビーマッサージ教室
生後２ヶ月～２歳の
お子さんが対象です。
( 予約制 )       
参加費 :200 円（オイ
ル代込）
第２金曜日・第４月曜日
　10:30 ～ 13:30
持ち物　バスタオル、フェイスタオル等
講師 : こもざわとえみ、せとあつこ

楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
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します。
第３火曜日　9:30～11:00　※先着 5 名
参加費 :500 円
講師 : 山田今日子

 

グルーデコ講座
キラキラ光るスワロフスキーを使ってア
クセサリー（ペンダント）を作ります。
初心者の方でも簡単に作れます。
参加費　500 円（材料代込）
第４火曜日　15:30 ～ 17:00
講師　林むつみ

うたごえカフェ
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。
参加費 :500 円（ワンドリンク代込）
第２木曜日・第４月曜日　15:00 ～ 17:00
講師　上平知子

篠笛カフェ「笛吹体験」
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
をお貸ししております。( 予約制 )
第２日曜日　10:00～11:00　※先着5 名
参加費 :500 円／講師 : 川崎安弥子

キッズ英語（予約制） 
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。
受講料 : 月額 4,000 円（月 4 回）
　　　 その他教材費は実費
幼児英語（幼稚園生対象）　
　火曜日　15:00 ～ 16:00
小学生英語
　木曜日　17:00 ～ 18:00

大人の英語クラス（事前予約不要） 
目的やレベルに合わせた指導で、英語で
話せ考える力を養います。
受講料　1 回 1000 円
入門クラス　 月曜日 16:10 ～ 17:10
初中級クラス 月曜日 15:00 ～ 16:00
中上級クラス 木曜日　9:30 ～ 10:40

講師　西山祐子
（キッズ英語、大人英語）

第４
第４

毎週
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近畿地方避難者交流会

のまはらさん（元奈良県被災者の会）のエスコートで、近畿地方の避難者合同交
流会を企画いたしました。地域を超えた避難者交流を行いたいと思いますの
で、皆さん奮ってご参加ください。
日　時　2018年9月16日（日曜日）場　所　青蓮寺湖周辺（三重県名張市）
内　容　カヌー体験・ランチ・避難者交流・ぶどう狩り
参加費　大人1,500円 小学生 1,000 円（ランチ代金）
スケジュール　京都からご参加の方
7時 新大阪駅南口貸切バス乗り場→ 8時 京都駅八条口貸切バス乗り場発 
→10時半 青蓮寺湖周辺到着 → カヌー体験 → 12時交流ランチ 
→周辺観光 1530-17時（ぶどう狩り）→京都駅八条口貸切バス乗り場 19時半
→新大阪駅南口貸切バス乗り場 20時半
ツアーのオススメどころ！！カヌー体験ができる！野外でランチがいただける！
いもにがいただける！名物のぶどう狩りができる！近畿の避難者同士の交流ができる！
大阪や京都以外の他のエリアからご参加の方は、ご連絡ください。
お申し込み方法　お申込方法 代表者氏名、参加者名、参加人数（大人・子供）
カヌー希望の有無,連絡先（携帯電話番号とEメールアドレス）を記入の上、
みんなの手までメールもしくは郵送でお送りください。

青蓮寺湖でカヌー体験＆ぶどう狩り

夏休みの工作作品にもなる夢のお家を粘土や折り紙で作ります。
日 時　2018年8月24日（金）15時半-17時半　　場 所　みんなのカフェ ２階
対 象　小学生（低学年の方は親子で参加してください）
講 師　横江喜美子先生（日本インテリアアテンダント協会インテリアコーディネーター）
参加費　4,320円→避難者の方3,240円（材料費講師料）スイーツ＆ドリンク無料サービス
お申し込み方法　参加者名、参加人数,　携帯電話番号、Eメールアドレスを記入の上、
みんなの手までメール(minnanote123@gmail.com)
もしくは電話（みんなの手　075-203-8705）で8月16日までにお申し込みください。

インテリアデザイナーを体験
「わたしは未来のインテリアデザイナー
～夢のお家を作ろう！～」

日本インテリアアテンダント協会 × きのわコラボ夏休み企画

　お申込方法 代表者氏名、参加者名、参加人数（大人・子供）
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　お申込方法 代表者氏名、参加者名、参加人数（大人 子供）
カヌー希望の有無,連絡先（携帯電話番号とEメールアドレス）を記入の上、
みんなの手までメールもしくは郵送でお送りください。

夏休みの工作作品にもなる夢のお家を粘土や折り紙で作ります。
　2018年8月24日（金）15時半-17時半　　場 所　みんなのカフェ ２階場 所　みんなのカフェ ２階場 所

（低学年の方は親子で参加（低学年の方は親子で参加（低学年の方は親子で参 してください）い）い
（日本インテリアアテンダント協会イ協会イ協会 ンテリアコーディディデ ネーター）

　4,320円→避難者の方3,240円（材料費講師料）（材料費講師料）（材料費講師料スイスイス ーツ＆ドリンク無料サービス
　参加者名、参加人数,　携帯電話番号、Eメールアドレスを記入の上、

みんなの手までメール(minnanote123@gmail.com)
075-203-8705）で8月16日で8月16日で までにお申し込みください。

インテリアデザイナーを体験インテリアデザイナーを体験
「わたしは未来のインテリアデザイナー「わたしは未来のインテリアデザイナー
～夢のお家を作ろう！～」～夢のお家を作ろう！～」

日本インテリアアテンダント協会× きのわコラボ夏休み企画
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みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

今年の夏は、例年になく暑いため、熱中症で搬送される方もおられます。
熱中症にならないように、気をつけましょう。

INFORMATIONみんなの手の電話番号が変わります

みんなの手の電話がこれからは、075-203-8705 になります。

子どもと熱中症
気温が高い日は、子どもは熱中症になりやすくなって
しまいます。思春期前の子どもにとって「WBGT（暑
さ指数）３１℃以上＝運動は原則中止」に当てはまる

日は、長時間の運動は原則中止することや、一日で
なるべく涼しい時間に運動を行うなど、工夫が必要
です。

暑さ指数をチェックするには
環境省が開設している「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp　暑さ指数の実況と予想
がわかります。

熱中症から守る予防法
1）顔色や汗のかき方をしっかり観察する
2）こまめに水を飲む大切さを教育する
3）服装を選ぶ　
4）暑さに日頃から慣れること

熱射病とは
「熱射病」は、熱中症の中でも最も重度な状態で、特
徴は「神経・精神の障害」と「40.5℃以上の深部体
温」が挙げられます。深部体温が40.5℃以上の状態が
長い時間続いてしまうと、全身の炎症反応から多臓器
不全へと進み、最悪の場合は死に至りますので、少し
でも早く深部体温を下げることが、熱射病患者の命を
救うことに繋がります。

熱射病になってしまったらー急速に体を冷やしましょう！
熱射病になってしまってから30分以内に深部体温を
38.9℃以下にすることが目標になります。「氷を入れ
て冷たくした水風呂に全身浸かること」が一番！！

詳しい情報は、熱中症com 
https://nettyuusyo.com

4）暑さに日頃から慣れること

第１回・第２回ふるさととつながろうツアーのお知らせ

2018年ふるさととつながろうツアーとは
福島県内の各所を訪れふるさとの良さを発見するツアーで、ふるさと・在住者・帰還者との交流を目的にしています。

ツアーに含まれるもの
旅費（避難元からツアー開催場所までの往復新幹線・
航空券チケット代）施設使用料　交流会の費用　

対象者　福島県から避難されている方
（帰還を考えられている方が優先）とご家族
定員　各ツアー10～20名　（先着順）

お申し込み方法　
みんなの手のHPから申し込みもできます。申込用紙に
必要事項を記載の上、メールもしくは郵送でお申し込
みください。申込用紙希望の方は、みんなの手までご
連絡ください。
注意事項
お申込者の方が10名以下の場合は、ツアーを中止する
ことがございます。ご了承ください。
交通費は原則避難先から現地までの料金で、新幹線の
料金が限度額になります。（飛行機使用の場合も）

2018年度ふるさととつながろうツアー予定
第1回　8月13日（月）　第2回　9月23日（日）
第3回　11月24日（土）　第4回　12月28日（金）
第5回　1月4日（金）　第6回　2月10日（日）
第7回　3月24日（日）

日 時　2018 年 8 月 13 日（火）
　　　 12 時―16 時

場 所　田村市あぶくま洞

内 容　あぶくま洞見学
入水鍾乳洞（希望者）＆星の村ふれあい館で
交流会（名物エゴマうどん試食） ＆ミネラル
たっぷりのあぶくまの天然水温泉入浴

集合時間・場所について　郡山駅西口在来線
改札口前　11 時集合　そこからマイクロバ
スで移動。現地集合は　田村市「星の村ふれ
あい館」12 時集合

 2018 年第１回つながろうツアー
「田村市のあぶくま洞を訪れて」

日 時　2018年9月23日（日）13時―16時
場 所　グランデコリゾート
　　　  福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山
内 容　2018年7月14日にオープンしたての富良
野自然塾を訪れます。
倉本聰さんのプロデュースプロデュースする自然学
校の東北初のオープン。５感を使って自然を体感す
るプログラムやイベントに参加します。
定 員　20名まで
スケジュール13:30～15:30　自然塾体験16時解散
集合　12:30　猪苗代湖駅改札口集合
もしくは　13:00　現地集合

 2018 年第２回　つながろうツアー
「富良野自然塾裏磐梯校」を訪れて

あ
ぶ
く
ま
洞



M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER4

AUGEST 2018

Issued by Minnanote

Column Life in Fukushima

5AUGEST 2
018

Iss
ued b

y M
innanote

 

ふるさと通信「被災地はいま」 （4） 福島県＆宮城県からお知らせ

　「相馬野馬追」で知られる城下町の相馬市に、1863
（文久3）年創業の醸造元、山形屋商店があります。
　柔らかな笑顔でお客の応対をしているのが５代目店
主の渡辺和夫さん（48）。得意客は約500軒あり、自宅で
「手前味噌」を造る相談に乗ったり、オーダーメイドの
醸造を引き受けたり。「１、２年かけて家族で毎日食べ、
遠くの身内にも贈り、また仕込む。そんな昔ながらの
暮らしをお手伝いさせてもらってきた」と言います。
　看板は「ヤマブン本醸造特選醤油」。品質日本一を
選ぶ「全国醤油品評会」で最高の「農林水産大臣賞」
を２０１３、１４、１６、１７年に受賞した逸品で
す。筆者の郷里でもある相馬は、砂地の浜で捕れるカ
レイの煮付け、ヒラメの刺身、ほっき貝の天ぷらが名
物。これら地元の魚介料理のうまみを引き出すよう、
ヤマブンの醤油は造られてきたそうです。

　渡辺さんは元銀行員で、０１年に山形屋商店３代目
の正雄さん（故人）に見込まれて婿入り。「店主自ら
造るべし」との家訓の通り、ゼロからの修行をしまし
た。最大の試練は東日本大震災。２０１１年３月１１
日の地震で出荷前の瓶詰め醤油１５００本が全て割
れ、タンクの醤油も半分こぼれ、ペットボトルだけが
無傷でした。しかし、翌日から店を開け、住民にコメ
や商品を分け、避難所へも支援物資を提供。生産も１
カ月で再開しました。
「しばらくは福島応援の機運が全国で盛り上がり、遠
来の注文も寄せられた」が、福島第１原発事故、汚染
水流出が消費者の不安を高め、県産醤油も全体で４割
も売り上げを減らしました。渡辺さんら醸造元有志１
８社が勉強会を始めたのは１１年秋。「安全を伝える
だけで足りず、風評を懸念する人の心を動かす、確か
な品質を証明しなくては。全国醤油品評会で日本一に
なるという目標ができた」。上位入賞した全国の
醤油の味を吟味し、既に「日本一」の評価を
得た福島の日本酒造りを指導した県ハイ

テクプラザの研究員からも知恵をもらい、「互いの門外
不出の技が壁になっていた同業者が『チーム福島』にな
れた」。

　渡辺さんは１３年４月、伝統の製法に新しい工夫を
加え、全国醤油品評会へ向けて仕込みをしました。前
年に８３歳で他界した正雄さんも４０年前の第1回に出
品し、優秀賞に選ばれていました。「自分もやれるだ
けのことをやり、最高のものを出そう」という初心の
挑戦。ヤマブン本醸造特選醤油は県予選を通って７
月、東京での第４１回の品評会へ。
　全国の１８０商品との激戦でしたが、３次にわたる
「色」「香り」「味」の審査で、ヤマブンは最高賞の1つに
選ばれました。「小さな醤油屋が力を合わせた『チーム
福島』の成果。全国のどこにも負けない品質が証明され
た」。福島の醤油にとって初の快挙は地元に届き、
「やっぱり、おいしかった訳だ」というお客の声がと
ともに、震災以来途絶えていた市内の旅館などとの取
引も復活。全国から注文が寄せられました。「福島の
ものは買わない、使わないという風評の壁に、一つ風
穴を開けられた」と渡辺さん。ヤマブンが４度目の日
本一に輝いた昨年は、福島県の醸造元から東北最多の
入賞商品が出ました。しかし、県産醤油全体の売り上
げはいまだに４割減のまま。醸造元たち挑戦は今年も
続いています。

福島県から避難されている方へ
東日本大震災に係る被災者生活再建支援金申請に関して

 被災者生活再建支援金とは

(1) 法令 : 被災者生活再建支援法
　　　　　(平成 10年 5月 22日法律第 66号 )

(2) 対象世帯 : 災害救助法が適用された等の自然
災害により 1住宅が全壊した世帯 2住宅が半壊、
又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむ
を得ず解体した世帯 3 災害による危険な状態が
継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続し
ている世帯 ( 長期避難世帯 ) 4 住宅が半壊し、大
規模な補修を行わなければ居住することかが困
難な世帯(大規模半壊世帯 )

(3) 支給額 : 最大 300 万円。被害の程度、再建
方法により区分。 1 基礎支援金 ( 住宅の被害程度
に応じて支給 ) 最大 100 万円 2 加算支援金 ( 住
宅の再建方法に応じて支給 )最大 200万円

 申請期間を延長する市町村

基礎支援金・加算支援金 福島市、会津若松市、郡山市、
いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、 
南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉
村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、 会津坂下町、湯川村、会
津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭
町、 鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三
春町、小野町、広野町、楢葉町、 富岡町、川内村、大熊町、
双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村(46 市町村)

 基礎支援金・加算支援金の申請期限

2019年 4月 10日

お問い合わせ

福島県企画調整部避難地域復興局
生活拠点課 避難者住宅対策担当
電話　024(521)8034

宮城県から避難されている方へ
被災者生活再建支援制度について～加算支援金の申請はお済みですか～

 加算支援金の支給対象となる世帯

仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市・
多賀城市・ 東松島市・七ヶ浜町・女川町・南三
陸町で被災し、基礎支援金を受給した方。
※既に受給された方は申請できません。

 加算支援金の申請期限

2019年 4月 10日まで
※基礎支援金及び対象市町以外の加算支援金の申請期
間は終了しました。

 申請方法

送付先や必要書類等は、被災当時お住まいだった市町
村の担当課までお問い合わせください。郵送による申
請も可能です。

お問い合わせ

被災当時に居住していた市町担当課
又は宮城県消防課 022-211-2372

震災により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい
被害を受けた世帯に支援金を支給しています。申請
がお済みでない方は、お早めにご申請ください。
支給額建設購入 ２００万円
修繕 １００万円
貸借 ５０万円

寺島 英弥 (てらしま ひでや) ジャーナリスト、河北新報論説委員

プロフィール
寺島　英弥　（てらしま　ひでや）／ジャーナリスト、河北
新報論説委員。1957年、相馬市出身、早大法卒。阿北新
報記者として東北の暮らし、農漁業、歴史などの連載を担
当し、11年から東日本大震災、福島第１原発事故の被災地
を取材。著書に「悲から生をつむぐ　『河北新報』編集委員
の震災記録３００日」（講談社）、「東日本大震災　希望の種
をまく人びと」、「東日本大震災３年目　海よ山よ、いつの
日に還る」、「東日本大震災４年間の記録　風評の厚き壁を
前に」、「東日本大震災　何も終わらない福島の５年　飯舘、
南相馬から」（以上、明石書店）など。
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京都移住計画主催の現地ツアー キャリアを考える

日時　2018 年9月1日(土) 
　　　10:00-16:30※受付開始 9:50
集合　笠置町つむぎてらす
　　　（わかさぎ温泉 笠置いこいの館の向かい）
※自家用車でお越しの方は、会場近くの駐車場をご
利用ください。
※公共交通機関をご利用の方は、JR関西本線の笠置
駅 9:43 着でお越しください。
参加費　2,000 円前後（変更の可能性があります）
お申し込み　京都移住計画
https://concierge.kyoto-iju.com/event/soraku1
80901

スケジュール
10:00 ～ 10:10 京都移住コンシェルジュから当日
のながれの説明
10:10 ～ 10:30 参加者全員で自己紹介
10:30 ～ 12:00 笠置町・和束町・南山城
村の移住呼びかけ人による”働く”をテーマにしたトーク
12:00 ～ 14:00 昼食・交流会
14:00 ～ 16:30 町村めぐり
　　　　　　　16:30 最終加茂駅にて解散

『イナカスタイルをめぐる-働く編-』@笠置町・和束町・南山城村

場　所
１）小野郷（京都市北区小野宮ノ上町）
　　：小野郷出張所近辺
小野郷は、市内中心部から車で 30分程度と比較的
近い距離にあり、北山杉と清流に囲まれた美しい山
里の風景が今に引き継がれています。
２）周山（京都市右京区京北周山町上植代）
　　：京北交番近辺
周山は、京都を流れる桂川の源流域であり、自然と
暮らすスローライフが味わえます。近くには道の駅
「ウッディー京北」やスーパーマーケットがあり、
便利な田舎暮らしができます。
利用対象者
京都市北部山間地域へ移住を検討されている方（原
則，単身者を除く）地域の住民の方と積極的に交流
　　できる方

体験期間　１ヶ月～12ヶ月
※期間内に田舎暮らしの魅力を体験いただくととも
に，「田舎暮らし体験住宅」を利用いただく間に，
実際の移住先や仕事等を探していただきます。
費用 3 万円／月
※光熱水費・テレビ共聴組合費等は別途自己負担
お問合せ
京都市文化市民局地域自治推進室
075－222－3049
京都市北部山間移住相談コーナー
075－852－1828

京都市田舎暮らしを体験住宅で体験する！

075－852－1828

　今月よりシリーズでキャリアについて書かせて頂きます。
　2級キャリアコンサルタント技能士　田中　晶子です。
　まず、「キャリア」と聞くと、皆さんどのようなことを思い
浮かべられますか？
　経験した仕事、国家公務員の名称、馬車等が浮かんで来ま
すが、キャリアは「人生」 そのものです。私達が産まれて人生
を終える迄がその人のキャリアです。この考え方をライフ
キャリアと言います。スーパー(米)が提唱しました。
　人生を変化するステージとすると、その上で私達は変化
する役割を演じています。
　幼少期は子供という役割を、成人になると子供、学生、市
民、就職して更に労働者となります。結婚すれば、子供、市
民、労働者、家庭人、余暇人、親が亡くなれば子供の役割は消
失します。その他にも社会で様々な役割を演じている訳な
のですが、その人が人生で今、どのような役割を持ち、どの
ように上手く演じられるか・・が自分の人生を上手く生き
ていると考えます。
　6月、会合で北海道に行くことがあり、足を延ばして富良野
を訪れました。宿泊した小さなペンションのオーナーは東京
から10年前にひとりで北海道に移り住んだ60代の女性で
した。東京の家を整理して移り住んだ理由をたずねると「馬
と暮らす生活がしたかった」です。なんと無謀なことをと思
いました。生活するためには収入を得なければなりません。
　僅かな年金だけでは自給自足の生活でも大変です。近く
に雇ってくれるような企業も見当たりません、広大な畑が
あるのみです。彼女曰く、ここで生活して行くには自分に何

が出来るかを考えて生きて行かなければならない、すぐ
に住めそうな中古の家を買いペンションを始めたと言
うことでした。
　若い頃から海外で生活してきた知人達が段ボール数個に、
何十年もの海外生活を整理して帰国してきています。人
生のステージを変える決断をした人達です。人生の様々
な役割を終え母国で市民という役割を選んだ人達です。
　夢を叶えるためのキャリアチェンジ、自分の終末期を設計
したキャリアチェンジと皆さんそれぞれのキャリア設計です。
　でも、災害で被災してやむなく人生の舞台や役割が変
わってしまった、変わざるを得なかった皆さんが、急な予想
もしなかった出来事にどのように自分のステージを見つ
け、役割を演じて（生活していく）いくのかもキャリアです。
　今、ご自分がどのようなステージにいて、どのような役
割が与えられていて、どう演じて行くのかを考えること
が「キャリア」を考えることになります。

田中 晶子
資格
シニア産業カウンセラー
2級キャリアコンサルタント技能士
現職
企業、官公庁のカウンセラー、キャリアコンサルタン
ト、研修講師独立行政法人産業保健総合支援センター
メンタルヘルス促進員
講師経験

若年者自立支援、21世紀財団キャリアコンサルタント、滋賀男女参画センターキャリア
コンサルタント、THP支援専門家等
東京出身 夫の転勤で30年前に京都に移住、NHKのニュースで、日本で初めて戸建て
コーポラティブを造ることを知り参加、現在、大津市在住。
キャリア　
自宅で英語教室主宰、老舗旅館で管理職と同時進行でカウンセラー資格を取り転職
社会活動経験
ガールスカウトリーダー(京都)、異文化NGO(南米)、滋賀女性リーダーの会
Aging in Place(住み慣れた場所で美しく暮らす)会実行メンバー
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