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W o rk sh o p s

毎週

キッズ英語

第 3 楽ちん抱っこ

毎週

大人英語

毎週

治療家でもある保育園の園長が、
健康への秘訣を伝

第４

うたごえカフェ

第４

ベビーマッサージ

鍼灸マッサージ＆相談(避難者限定)

授します。免疫力を下げてしまう3 つの原因とは？

薬いらずの家族を目指すための方法を伝授します。
2018 年１0 月 17 日（水）10：00 〜11：00

参加費 無料（要予約）

講 師 清水友浩 (イネイト保育会 あすか保育園 園長 /
大亀谷しみず接骨院 院長 )

スケジュール
参加費
講 師

9: 30 〜11: 30 制作

11: 30 〜13: 00 ランチ

大人 1,000 円 小学生 800 円

幼児 600 円

定員 先着 10 名

重野里奈（東京藝術大学 美術研究科 デザイン専攻 )
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作る事が出来る新しいハンドワークです。

入門クラス

朝ヨーガ

第３or４日曜日

手ぶらで気軽に参加していただけます。
参加費 :1000 円(材料費込み)
第4 火曜日 15 :00 〜16:30
講師 : 林むつみ

9:30〜11:00

ベビマを通じてお子様もママもリラックス！
親子の絆作りにも役立ちます。
第２金曜日・第４月曜日
10:30 〜13:30

参加費 :1000 円（オイ

英語の基礎を学び、
基本の会話練習をします

日時

第１・２・３月曜日 16:20 〜17:20

初中級クラス

コミュニケーショ
ン力アップのた
め、インプットと
アウトプットバラ
ンスよく学びます

日時

うたごえカフェ

第１・２・３月曜日 15:00 〜16:10

中上級クラス

さらに英語力を伸ばすために、多読多話を

童謡、唱歌、懐かしの歌から合唱曲まで、

通じ、弱点強化トレーニングをします

毎回たくさんのジャンルの歌を、
ピアノや

日時

ギター、篠笛の生伴奏でみんなで歌って交
流します。参加費 : 500 円

毎週木曜日

参加費：1,000円

をしています。

歳頃のお子さんと

幼稚園クラス

ママ対象

楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
の調整など楽チンな
コツを伝授します。
第 3 火曜日
9:30 〜11: 00

講師：西山祐子

英語で自己表現できる力を身につける指導

対象：生後2ヶ月〜2

講師 : こもざわとえみ、せとあつこ
（ローリタッチケア協会認定講師）

9:30 〜10:45

キッズ英語クラス

持ち物：バスタオル

素手抱っこやベビーウェアリング体験 、紐

2018 年 11 月 11 日（日）9:30 〜13:00

TH

って、簡単に大人かわいいアクセサリーを

（定員6組 /予約制）

詩を詠んで浮かんだ情景を糸くずで描くワークショップです。
山村暮鳥の詩を使い制作します。子供から大人まで、視覚と
触覚で楽しめる新しい絵画体験です。

ED

日時 毎週 水曜日 15:00〜17:00

フェイスタオル等

糸くずと詩ワークショップ

楽しく身につく大人の英語クラス

予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

参加費

（整理収納アドバイザー・一級建築士）

グルーデコレッスン

ています。英語好きの仲間作りもできます。

ル代 、アート写真メール
でプレゼント込）

カワバタキョウコ

うたごえカフェ

レベルに合わせて、英語・英会話を指導し

不便と感じることを参加者で共有ワーク＆
講座「整理術」＆「整理を体験」グループワーク
講師

キッズ英語
（小学生クラス）

キラ素敵なスワロフスキーのストーンを使

周りから片付けたらいいと言われれいる方、探

10 名

第2

朝ヨーガ

篠笛カフェ

グルーデコは二種類の特殊な粘度とキラ

ふわふわベビーマッサージ教室

無料（要予約）定員

ベビーマッサージ 予約

マッサージ。お一人30分のセッション。

快適な暮らしを手に入れる整理術ワークショップ

2018 年 10 月 24 日（水）9:30 〜11: 00

第2

福島県出身鍼灸マッサージ師による全身

予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

ワークショップ

大人英語

毎週
第2

シニアの方にもオススメ！

手に入れたいと思われている方にぴったりの

毎週

日曜日

（中上級）

キッズ英語

意識し、無理なく身体を動かします。

し物が見つからない方、
もっと快適な暮らしを

鍼灸マッサージ

金曜日

英語の音や言葉に親しみ、楽しみながら英
第２木曜日・第４月曜日 15:00 〜17: 00
講師：京都ピアノとうたの音楽ひろば

篠笛カフェ
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。
笛レンタルあり（事前予約要）
第2日曜日 10 : 00 〜11: 00
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参加費 :1000 円

定員 : 先着 5 名

定 員 : 5名

参加費 : 500 円

講師 : 山田今日子

講師 : 川崎安弥子

語を身につけます。
日時

毎週火曜日 15:00 〜16:00

受講料 : 月額 5,000 円（月 4 回）
小学生クラス
文科省の新学習指導要領対応のカリキュラ
ムで4スキルを伸ばす指導をしています。
日時 毎週木曜日 16:30 〜18:00
(フォニックス＆英語学習)
受講費：月謝 6,500円
講師：西山祐子
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常識が正解とは限りません。

予約

木曜日
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当たり前と言われる、食や病気に対する考え。

水曜日

（幼児クラス）

（ 入門、
初中級）

日時

子育て育児講座「薬いらずの元気な体をつくる」

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。

（小学生クラス） 第 4 グルーデコ

インドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸を

10 月・11 月スペシャルワークショップ

「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

W

E

火曜日

TU

O

月曜日

M

2013 年 5 月にみんなの手のオフィス＆コミュニティカフェとしてオープンしたみんなのカフェは、今年 5 月
に５周年を迎えました。この５年間、ワークショップの定期開催や、避難者交流会や相談会、餅つきなど避難者
の方を対象にしたイベントも数多く行ってきました。ずんだや会津のわっぱ飯など、東北の味を紹介するだけで
なく、旬の地場産の食材を天然調味料のみで調理して、手作りやひと手間かけることにこだわってきました。
おかげ様で、ずんだは丹波黒豆を使った「京ずんだスイーツ」に、そして、わっぱ飯は、京都の季節の食材や
出汁文化と融合し、「京わっぱ」に成長しました。そして、ワークショップやイベントを通じて、多くの方々と
の出会いやつながりも生まれました。これもひとえに、みんなのカフェをこれまで支えてくださった多くの方々
のおかげだと感謝しております。ありがとうございました。
この度、「みんなのカフェ」の店名が「きのわ」に変わります。名前の由来は、“メインメニュー” であるわっ
ぱの器が、木を丸く曲げた容器であることと、土地に根づき、木の枝が大きく広がるように、成長する場である
よう願いを込めました。
これからも、おいしい「京わっぱ」やこだわりスイーツを多くの方々に楽しんでいただき、ワークショップや
イベントを通して避難者の方と地域の方の輪を広げ、避難・移住者の方の必要なサポートを継続していけるよう
に励んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

N

レギュラーワークショップ

「みんなのカフェ」から「きのわ」へ
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10 月みなカフェスペシャルイベント
第６回 ハロウィンナイト（p1 より）
毎年恒例のみんなのカフェ主催のハロウィンイベント！大手筋商店街大パレード＆オープンハウスも開催
2018 年 10 月 27 日（土）16 時半〜20 時
1） ハロウィンオープンハウス

18:00〜20:30

入場料 500 円

仮装パレード on 大手筋商店街 パレード参加費 500 円
時間 17:00 〜18:00 仮装して、大手筋商店街をパレードしてお菓子をいただきます！
スタート地点

大手筋商店街西側ゲート→みんなのカフェまでパレードします！！

２） ゲームコーナー 18:15 〜20:30

福島市のセレクトカフェ＆ショップ＆温泉巡り
2018 年 11 月 24 日（土）

ハロウィンにちなんだゲームや楽しいゲームコーナーで遊びましょう！参加賞のお菓子付き

福島にこだわり、地元の強みを生かしながら、熱い思いを持ってもの作りをしている方々を訪ねます。

水ヨーヨー釣り スーパーボールすくい 魚釣りゲーム ハロウィンじゃんけん 英語ビンゴ
輪投げ

英語のしりとりゲーム

英語かるた取り

ステージ仮装コンテスト 19:00 〜

アップルボビングなど

エントリー費

話題のカフェやショップを訪問して、それぞれの熱い想いや福島の現在とそして未来の姿を伺います。

100 円

参加費 大人 1000 円

上手に仮装できたのは誰かな？仮装が上手にできた子ども達とママパパには、
商品付き（小さい子の部）（大きい子の部）

集合

NEW!（ママ・パパの部）商品はお菓子・みなカフェのスイーツ券・ドリンク券など

英語で音読＆スピーチコンテスト

19:30〜

吉祥寺から福島市に移転してきたオーガニック野菜を
中心にしたマクロビカフェ「食堂ヒトト」さんでランチ

が審査員！今回は、音読の部も登場！

NEW! 音読の部―決まったテキストを読んで、表現力を競います。

人気急上昇中の土湯温泉に足を伸ばして、ぶらり温泉まち歩き！

スピーチの部―テーマは「My Dream」自分の夢をみんなの発表しましょう！

足湯、
こんにゃく工房、
プリンショップ、薬師堂や滝、こけし

優勝・準優勝者には賞状＆商品あり（英語教材・図書券他）

伝承館など巡ります。

３）食べ物屋台あり（有料）
チキン唐揚げ

福島駅集合

ツアー行程

エントリー費 100 円

日頃の英語学習の成果を試してみよう！アメリカ人のショーン先生や英語の先生

自家製フライドポテト

11 時

小学生 / 幼児 600 円（ランチ代）

自家製アイスクリーム

おにぎり

ドリンクなど

お申し込み
メールで 名前 参加人数 携帯電話番号 パレード＆オープンハウス参加有無
＆スピーチコンテストを明記の上、申込 minnanotekyoto@gmail.com

清水焼の郷まつりに出店します！
毎年恒例京都山科の清水焼団地で大陶器市が開催されます。そこのちーびずマルシェに出店します。

土湯温泉で入浴
解散

17 時

福島駅

お申込者の方が 10 名以下の場合は、ツアーを中止する

代表者名・参加者名（全員の名前と大人・子供（学年））

交通費は、避難先から集合場所までの料金を支給しま

所までの交通手段・交通経路・宿泊希望有無を記載の上、

航空チケットや車で参加の方には、ガソリン代と高速

みんなの手の HP から申し込みもできます。

ことがございます。ご了承ください。

避難先住所・避難元住所・代表者携帯電話番号・集合場

2018 年10 月19 日（金） 20 日（土） 21日（日）9 時半 〜18 時

すが、新幹線の料金が限度額になります。

メールもしくは郵送でお申し込みください。

陶芸体験（どろんこ広場・楽焼体験・ろくろ体験・京人形絵付け体験）・京都ちーびすマルシェ

代を支給します。ただし、
レンタカー代は支給しません。

避難者の方には、オリジナルスイーツプレゼントありますのでぜひ立ち寄ってください。
大陶器市（５１の釜の焼き物が勢揃い！）

アクセス 京都駅・五条京阪から京阪バス臨時直行便運行

O

お問い合わせ 清水焼団地協同組合

交通の便が悪い方などは、
ご相談ください。日帰りがで

きない方には開催地近くの宿泊施設に一泊の補助あり。
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上限あり。食事代含まず。
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075-581-6188

JR 地下鉄山科駅より京阪バス 29/29A 乗車

Colunm
ふるさと通信「被災地はいま」（5）

キャリアを考える

寺島 英弥 (てらしま ひでや)

田中 晶子

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。
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。

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

”飯舘村比曽に８年ぶりにトルコキキョウが咲く”

は雑草が茂り、牛たちも全村避難に伴って処分され、農

飯舘村比曽の農家、菅野啓一さん（63）
と妻忠子さん（

ったうち6世帯です。

白、ピンク、紫のトルコキキョウ、そしてカスミソウ。

64）は8月初めから、毎朝4時半から朝採りした花を千
数百本、東京・大田市場に出荷しています。2011年3月

地は荒れ野のよう。避難先から戻った住民は、
87世帯あ
「住民が安心して帰れる環境に戻して」と、啓一さんは
環境省の現地担当者らに訴え続けました。原発事故当

の福島第１原発事故で全村避 難を強いられた歳月を挟

時は行政区長を務め、
避難まで住民のまとめ役として奔

です。原発事故の12年ほど前からトルコキキョウの栽

作業は不十分でした。村の農家には居久根（屋敷林）があ

べ物でなく花と決めていた」。阿武隈山地の冷害常襲地

にしませんでした。

んで8年ぶりに、
今年2月の帰還とともに再開した花作り
培を手掛け「農業を再開するなら、風評の付きまとう食

だった村で、
コメに代わる特産品として花作りを広めた

走。帰還までの結束を呼び掛けましたが、その後の除染

り、
環境省は「除染効果が薄い」と汚染土はぎ取りの対象
啓一さんは仲間の農家と除染の検証測定を行い、
16

１人です。
「地元の農家仲間と誘い合って、ハウス１棟で

年に支援者たちと自宅の居久根除染実験にも挑みまし

最盛期には9 棟に増えた」

メートルの林床をはぎ取ると、周囲の放射線量は激減、

試験的に始め、面白くなって２年目からのめりこんだ。
原発事故前、飯舘村には花の生産者が90人余りいた

そうですが、住民は離散。避 難先の福島市や栃木県那須

などで再開した人もいましたが、避難指示が解除された
昨年春から村で再開した農家はまだわずか。啓一さん

は、除染関連工事の遅れで１年後の再開になり、
やはり

た。自ら重機で約20メートルまで枝を切り、奥行き40
家の中も0.15前後です。これらの成果を踏まえた徹底
除染の訴えも国を動かせず、
予定通り17年3月末の避難
指示解除に至りました。

古里の現状を、啓一さんは約230年前の「天明の飢

饉」の時代に重ねます。当時の相馬中村藩で「山中郷」

国の支援で3棟（約10アール）の新しいハウスを建てま

と呼ばれた飯舘で死亡・失踪した住民は約４割。
「餓死

事故前から高橋さんらと共に長い付き合い、信頼関係の

は増えるばかり」と記録された旧比曽村で生き延びたの

した。
「大事なのは販売先が確保されていること。原発

あった大田市場の花き卸業者が、今回の栽培復活に当た
っても取引の再開を約束してくれた」

お盆を過ぎ、
出荷は秋のお彼岸、ブライダルシーズンま

者に加え、疫病が流行し、病死、
中毒死もあり、死者の数

が数戸。荒れ野で復興のくわを振るった入植者に啓一さ
んの先祖がいました。

天明の飢饉で失われた人口が回復するまで、明治時代

で続きます。ただ、新しいハウスの設置が昨年秋で土づ

の中ごろまでの歳月を要したといわれます。
「地元に残

良が出ました。連作を避けるため2年目の栽培場所にし

と同じ」と啓一さん。
「だが、先人の苦労を思えば、原発事

くりが間に合わず、
うち１棟でトルコキキョウの生育不

ようと、原発事故前からある古いハウスに土を肥やすた

めの牧草を植え、
すき込んでおり、
そこで代わりのカスミ

ソウを育てました。心配を吹き飛ばすように高原の花は
見事に咲き「ここでまた生きる自信を花がくれた」

った仲間がわずかでも、それは先祖たちが経験した現実
故の痛手も乗り越えられる」と啓一さん。

トルコキキョウ、
カスミソウのハウスの近くには、
天明

キャリアについて3回目です。
某市の相談事業で夕方、仕事帰りにちょっと立ち寄っ
て相談出来るように駅に近い建物の一室でキャリアカウ
ンセリングをしています。
相談内容は様々です。職場で上司と上手くいかない。
最近、
体調が優れない。幼い頃からの夢を実現させたい。
仕事をしようとしない息子の将来が心配、生活費が足ら
なくなってきた、商売が上手くいかない 等々・・この事業
を15年ほど継続して関わらせていただいていますが、
今でも時々、ふっと思い出す話があります。私はかなり
前にお会いした方でも、
結構、話の内容は詳細に覚えて
いるのですが、
お顔は全く覚えていません。
相談をしている時は表情や身振り、
持ち物、動作をみて
はいるのですが、外でお会いしてもどなただったか思い
出せません。話を聞いている内に以前、
伺ったことが思い
出されて繋がっていきます。他の場所でお会いしても仕
事がら、
こちらから声をかけることはしないのでそれもあ
りかなと自己肯定的に捉えています。
思い出す話ですが、6年ほど前のこと、前日に役所の
相談受付に電話で予約が入ったようです。通常、1時間
の相談が基本ですがその日は他に予約がなかったので、
3時間、話を聞きました。施設が閉館するというので終
わりました。
19才 女性 格好は特別に地味でもなく派手でもなく、
街中で普通に出会う娘さんという感じでした。話の内容
は「明日が20才の誕生日、小学生の頃から20才までは生
きようと考えていた、明日が20才なので相談に来た」と
いうことでした。3時間が経ち、閉館時間になり一旦、相
談は終わるけれど何かあればここに電話して欲しいと「
いのちの電話」の電話番号を渡そうとしたら「それは、
生きたい人が必要であって、
私には必要ありません」

と言われてしまいました。私は自分が彼女の悩みの重さ
に対してとても無力であると感じました。今でも、その
街を歩くと彼女がいないかと、探します。
はたち迄を生きる目標を持って毎日を引き算して生活
していた彼女が相談に来てくれたことは彼女のなかに
は、生きたいという思いがあったからではないかと思っ
ています。
生きたい思いと、今まで人生の目標にしていた20才に
は人生を終える、
との葛藤が彼女にあったのではないか
と思います。それからお会いしてはいませんが、きっと、
この街で生活していると思っています。
最初の回でキャリアとは、
その人が生まれて亡くなるま
での人生の役割、すなわち、ライフキャリアのことをい
う、と書きました。今回はレビンソン(発達心理学者)の
説を紹介します。私達の人生には今までの生き方とこれ
からの生き方の節目があると考えます。
“人生の四季”と言います。
「人生は冬が来ればまた再生
の春が来るというサイクルを成し、
比較的安定した時期
と、季節の間のような不安定な時期のくり返しである」
(レビンソン説)人生全体は大きく児童期―青年期（0-〜
22才)成年前期(17〜45才)中年期(40〜65才)老年期(60
才以降)の4段階に分け、各段階の間には不安定な過渡期
があると考えられます。大学生の時期は成人前期に移行
する過渡期、
不安定な時期です。これを乗り越えると成人
前期を迎え企業、組織で自分の立ち位置を見つけ自分の
ライフスタイルを確立します。
安定した時期と言えるでしょう。次の不安定な時期は
30才、この年令の相談も多いです。自分の働き方、生き
方(結婚)について考える過渡期です。人生はこのように
安定した時期と不安定な過渡期を繰り返しています。
「人生は連続した一定不変の流ではない、質的に異な
る季節からなり、それぞれの季節は独自の性格をもつ、
ある季節はその前後の季節と共通点も多いが、全く別個
の存在である。
各季節のもたらすイメージは様々である。」レビンソ
ン秋の静かな夕暮れに虫の音を聞きながらご自分の人生
がライフサイクルのどの時期なのか
先人の理論を基に考えてみることもお勧めします。

の飢饉で逝った無縁仏の小さな墓石が並んでいます。
啓一さんはその一角を小さな公園のように整地し、
「比

ハウス群の向こうに除染土袋の仮置き場が広がって

曽の歴史の原点として、大事に守ってきた」。お盆や秋彼

の人々は標 高600メートルの高冷地で水田や和牛繁殖

望の花であり、古里の行く末を見守る先人たちへの手向

います。かつてスイスの谷のような美しい山里で、比曽

岸の出荷のためのトルコキキョウは、比曽の再興への希

などを営みました。しかし、除染された水田や牧草地に

けの花でもあるのです。
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