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Event  Info

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。
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Issued by Minnanote

恒例の餅つき交流会

日  時　2018年12月28日（金）

お申し込み・詳細は、後のページ参照

日  時　2019年1月4日（水）

日  程　2019年1月12日（土）17時半　餅つきスタート！
場 所 　みんなの手オフィス（きのわ）京都市伏見区両替町4-319
アクセス
内  容

　京阪　伏見桃山駅　徒歩2分
　餅つき　余興　その他

キャリアを考える

キャリアの話5回目
　「モチベーションを高く持って仕事をするように」と
社長は言い残して会議を終えました。社員達は小さな声
で「どうやってモチベーションを上げたらいいの？」と
言い合っていました。“モチベーション”とは私達が良く使
う言葉ですが一般的には「がんばるぞ」というこころの
状態とでも言ったら良いのでしょうか。とは言っても具
体的に何をどうすれば良いのか判りにくい感じがします。
参考までにモチベーションの定義は「ある目標に向かっ
て行動を起こして、維持しようとする心の働きの総称、動
機付けも同じ意味として用いられます。直接観察するこ
とは出来ませんが、人が目標を目指して行動する背後に
ある、内的なエネルギーと言えます。（石橋里美）」先ほど
の社長の挨拶は具体的な目標への動機付が社員の皆さん
に伝わらず、内的エネルギーを動かすまでには至らなか
ったようです。
　職場におけるモチベーションを“ワーク・モチベーシ
ョン”と言います。
　ワーク・モチベーションの定義は「個人、又は個人の存
在を超えたところに生じる、ある種のエネルギーであり、
仕事に関連する行動を引き起こし、その形態、方向、強さ、
継続性を決定する（Pinder）」とされます。
　言い換えれば、ワーク・モチベーションとは仕事への
やる気、意欲、情熱、向上心、熱意を仕事の場面でどの
ように出し、維持し続けるのかと言うことでしょう。
　では、私達は自分のモチベーションをいつも高く持ち
続けるにはどのようにしたら良いのでしょうか？他人か
ら見るといつもモチベーションが高い人とそうでない人
がいます。
　ここも、高い、低いとは何をもって言えるのでしょう。
モチベーションには３つのエネルギー要素があります。

行動を起こそうとする、喚起要素、行動を方向付ける、方向
性要素、目標達成までどの程度、行動を持続、継続するのか
を決定する、持続要素です。ある目標に刺激を受けて、やる
気を出し、目標達成に向かって、具体的行動を選び、目標を達
成するまでその行動を継続するという流れです。
　自分のモチベーションを高めるには「将来、自分はどのよ
うになりたいのか」イメージして、自分に効果のある「やる
気」の高め方、維持の仕方を見つけ実施することと言えます。
モチベーションを高く持つことは出来ても持ち続けるのは
大変！と思ってしまいます。
　私達はいつも、いつもやる気満々で仕事をしている訳では
ないですし、時には仕事を投げ出したいこともあるでしょう。
「あ～辞めたい」と叫びながら翌日は仕事をしている私が
います。自分のモチベーションを上げるためにこんな質問
を自問してみてください。
・私はどんな時に頑張れたり、やる気になったりするだろう。
・私が調子が良く取り組めている、やる気になっている、楽
しいと感じている時はどのような場面で何が起きている時
だろうか。
　答えの中から皆さんの“やる気”の素が沢山見つかる良い
と思います。
　どの場面でどんなやる気の素を使うかは自由です。ワク
ワク感を味わえると良いですね。
　いつも歩く見慣れた道をいつもと違う曲がり角を曲がっ
てみると景色が違って見えたりします。いつも使っている
机を整理すると仕事がスムーズになったり、ルーティンな
仕事を順番を入れ替えたり、今日一日の出来事でふとした
気づきを他人に話したり・・と
　小さなことでもモチベーションをあげることは可能だと
思います。
　でも、誰とも話したくないとき、ひとりで静かにしていた
いとき、早く寝てしまいたい時も私達のモチベーションを
維持する為にはとても大切なことと思っています。
スポーツ選手が試合前に一旦、気持ちを静めてからテンショ
ンを高める音楽を聴き、試合に臨むとモチベーションが上が
るメンタルタレーニングがあるようです。

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
田中晶子

2018年もあっと言う間に終わろうとしています。
2018年最後の月を迎えました。皆様にとって今年は
どのような年だったでしょうか。今年も、つながろうツ
アーや交流会を通じて多くの方 と々お会いすることが
できました。今年は、昨年以上に、広域避難者のつな
がりが図れたと思います。来年も多くの方 と々つなが
り、分かち合える時間を増やしていきたいと思います。
交流イベントでお会いしましょう！

郡山ぶらりツアー

東和町の農家民宿を訪ねて

ふるさとの今を知り、ふるさととのつながりを深めていただくツアーです。
参加者の方には、ツアー参加のための交通費と宿泊費を支給いたします。

日本の３大饅頭の薄皮饅頭。150年以上の歴史のある老舗和菓子屋さんの
震災後の取り組みについて伺い、薄皮饅頭作りも体験します。

毎年恒例の餅つき交流会。臼と杵でみんなで餅つきをしましょう！
遠方の方で宿泊希望の方はお申し出ください。

内  容 交流会＆薄皮饅頭作り体験

地域住民＆避難者間の交流・現在の取り組み
のお話・餅つき・農家体験

東和の有機農家菅野さんの営む農家民宿を訪れて、一緒に
農家体験をします。昨年好評だった餅つきもします。

ワークショップ・イベントお申し込み

相談・お問い合わせ・お申し込み

参加費 500円

参加費 無料

参加費 500円

集合・解散 郡山駅西口集合

集合・解散 福島駅西口集合

11時～15時

11時～17時

ふるさととつながろうツアー
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春の訪れを待つ～福島で生きる暮らしの蓮笑庵体験～

ふるさととつながろうツアーは、今の福島を体感していただけ
るために、震災の影響を乗り越えながら生きる福島県在住者の
生の声を聞いたり、様々な取り組みをされている場所を訪れた
りしています。ツアーを通じて各地に居住されている避難者の
方々や帰還者・在住者の方との交流を図ることも目的にしてい
ます。ふるさととつながろうツアーに参加して、ぜひ
ふるさと福島とのつながりを深めてください。

日時　2018年 12月 28日（金）11時～16時
集合・解散　郡山駅西口 在来線改札口
内容　交流会・薄皮饅頭作り体験　参加費　無料（ランチ代実費）

日時　2019年 3月 24日（日）11時～17時
集合・解散　郡山駅西口在来線改札口
内容　避難者交流の集い・お料理盛り付け体験（山から自然の彩りを取ってきて、お料理を盛り付け、
　　　渡辺俊明先生が行なっていた盛り付けを再現）・ランチ・音楽のプレゼント
参加費　無料　ランチ希望の方　1,500 円

帰還者の交流や避難者通しの交流の他に、一緒に郡山
市内を巡りながら、郡山の魅力に触れましょう！ 
日本の３大饅頭の薄皮饅頭。150年以上の歴史のある
老舗和菓子屋さんの取り組みについてお聞きして、薄
皮饅頭作りを体験します。

代表者名・参加者名（全員の名前と大人・子供（学年））・避難先
住所・避難元住所・代表者携帯電話番号・集合場所までの交通手
段・交通経路・宿泊希望有無を記載の上、メールもしくは郵送でお
申し込みください。みんなの手のHPから申し込みもできます。
　

・10名以下の場合、ツアーを中止することがございます。
・交通費は、避難先から集合場所までになります。全ツアーともバスでの移動になります。
・ツアーの主旨から、12月のツアーから現地集合はなくなりましたのでご了承ください。
・ご家族も参加可能ですので、申し込みの際、参加人数をお知らせ下さい。
・宿泊費は、一名 8,000 円まで。食事代は含みません。
・交通費は、新幹線・飛行機・バスなどの乗車料、もしくはガソリン代と高速代金を支給いたします。
・交通費は、新幹線の乗車券代までが上限です。

画家であり、詩人でもあった故渡辺俊明さんのアトリ
エ。震災後は、NPO法人を立ち上げ、暮らしを豊かに
してくれる文化活動をしています。冬の期間は閉館中
ですが、今回特別に 1日だけ開けていただけることに
なりました。蓮笑庵の落ち着いた佇まいの中で、日々
の暮らしを見つめ直し、生きることを共に考えたいと
思います。

雪の会津を訪れる　雪の大内宿（下郷）を訪ねて

日時　2019年 2月 10日（日）
集合・解散　郡山駅西口在来線改札口
内容　ゲストのお話・交流・大内宿の見学
参加費　無料　ランチなどは実費

大内宿は、岐阜の白川郷に次いで、全国で２番目の茅
葺屋根集落地で、1981年には、重要伝統的建造群保
存地区にも選定されている福島県を代表する観光地で
す。江戸時代の宿場町である大内宿。雪に包まれた幻
想的な風景を見に年に一度の雪祭りの週末に伺います。

注意点　天候の関係で通行困難の場合は、場所を会津若松方面に変更します。

東和町の農家民宿で過ごすお正月

日時　2019年 1月 4日（水）11時～17時
集合・解散　福島駅西口

農業に力を入れて町作りに取り組んでいる東和町。有
機農家として農業をする傍ら、農家民泊や福島復興
ツアーなどをされている菅野さん。菅野さんのお話を
聞きながら、農業体験をしたいと思います。
昨年好評だったお餅つきもします。共に、福島でお正
月を一緒に祝いましょう。

参加費　無料
内容　地域住民＆避難者間の交流・現在の取り組みのお話・餅つき・農家体験

あぶくま洞

自然塾

交流

郡山ぶらりツアー

土湯温泉



参加費 :1000 円

講師 : 山田今日子
定員 : 5名

受講費：月謝 6,500円

講師：西山祐子

レギュラーワークショップ きのわ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。

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）

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

鍼灸マッサージ予約 朝ヨーガ予約

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

第４
第４

毎週

毎週

グルーデコレッスン
グルーデコは二種類の特殊な粘度とキラ
キラ素敵なスワロフスキーのストーンを使
って、簡単に大人かわいいアクセサリーを
作る事が出来る新しいハンドワークです。
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

うたごえカフェ

参加費 : 500 円

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

キッズ英語クラス
英語で自己表現できる力を身につける指導
をしています。

幼稚園クラス
英語の音や言葉に親しみ、楽しみながら英
語を身につけます。

受講料 : 月額 5,000 円（月 4 回）

福島県出身鍼灸マッサージ師による全身
マッサージ。お一人30分のセッション。

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。
シニアの方にもオススメ！

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。

日時  毎週  水曜日  15:00～17:00

日時　第３or４日曜日　9:30～11:00

予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

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

（ローリタッチケア協会認定講師）

参加費 :1000 円（オイ
ル代、アート写真メール
でプレゼント込）

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

（定員6組/予約制）

対象：生後2ヶ月～2
歳頃のお子さんと
ママ対象

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

第3火曜日
9:30～11:00 

鍼灸マッサージ＆相談(避難者限定)

朝ヨーガ

童謡、唱歌、懐かしの歌から合唱曲まで、
毎回たくさんのジャンルの歌を、ピアノや
ギター、篠笛の生伴奏でみんなで歌って交
流します。

素手抱っこやベビーウェアリング体験、紐
の調整など楽チンな
コツを伝授します。

篠笛カフェ

参加費 :500 円
講師 : 川崎安弥子

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

定員 : 先着5名

楽しく身につく大人の英語クラス
レベルに合わせて、英語・英会話を指導し
ています。英語好きの仲間作りもできます。

日時　第１・２・３月曜日 16:20～17:20

日時　第１・２・３月曜日 15:00～16:10

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

さらに英語力を伸ばすために、多読多話を
通じ、弱点強化トレーニングをします
日時　毎週木曜日　9:30～10:45
参加費：1,000円 講師：西山祐子

日時　毎週火曜日 15:00～16:00

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。

小学生クラス

日時　毎週木曜日 16:30～18:00 
(フォニックス＆英語学習)

入門クラス
英語の基礎を学び、基本の会話練習をします

初中級クラス

中上級クラス

Kinowa  Info Workshopsきのわ通信-きのわ主催イベントについて紹介しています。

クリスマスディナーメニュークリスマスアフタヌーンティーメニュー

きのわ×京都ちーびず
クリスマスアフタヌーンティー＆ディナー
きのわのクリスマスイベントに、避難者の方を、割引価格でご招待いたします。ビオラビットの対馬シェフ
監修「スペシャルクリスマスメニュー」を楽しんでいただける他、京都ちーびず商品のティスティング、産直
野菜販売、クリスマス料理のコツセミナー（昼の部）等を予定しております。

クリスマスのきのわサラダ・クリスマスの有機
人参のポタージュ・ケークサレ（おかずケーキ）

 クリスマスローストチキン　
冬野菜＆果物スイーツメドレー
・柿のロールケーキ・ごぼうのガトーショコラ
・リンゴのシフォンケーキ・枝豆パウンドケーキ
・干し柿干しイチジクの和シュトーレン
・柿のロールケーキ・ゆずゼリー
・５種の冬野菜のシュークリーム

前菜パレード

クリスマスのきのわサラダ・和の人参スープ

素材スイーツ中心のクリスマスメニュー オリジナルわっぱを中心にしたクリスマス
ディナーコース

コースでのサービングコースでのサービング

日時　2019年1月27日（日）　場所　南山城村

京都を体験！もっと知ろう！交流ツアー

日時　2018年12月19日（水）
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昼 14時～16時半　夜 18時～20時半

昼　大人2,000円　中学・高校生1,500円　小学生1,000円　未就学児　800円
夜　大人2,500円　中学・高校生1,700円　小学生1,200円　未就学児1,000円

食べ放題
食べ放題

自家製ワンドリンクサービス
・自家製スパイシージンジャーエール
・ホットジンジャー
・オーガニックハーブティー
・自家製りんごのシードル
・りんごジュース

★スイーツは全て低糖質（甘さを抑え）＆
グルテンフリー（小麦粉無使用で無農薬の米粉使用）

冬野菜＆果物スイーツ盛り合わせ
・ごぼうのガトーショコラ
・柿のロールケーキ
・ゆずゼリー
・冬野菜のシュークリーム
ワンドリンク付き
・自家製スパイシージンジャーエール
・ホットジンジャー
・オーガニックハーブティー
・自家製りんごのシードル
・りんごジュース

クリスマスローストチキン
クリスマスの特製京わっぱ

内容　こんにゃく作り体験・こんにゃくランチ・茶畑訪問・絵付け体験・地元交流他
参加費　大人1,500円 子供　1,000円（ランチ代）

※参加者が10名以下の場合は、中止になりますのでご了承ください。



これからのわたしたちの暮らし

　~現在→近未来→未来の「わたしたちの暮らし」をシ
ミュレーションする~
　震災後7年以上が経ち、避難移住先にも住み慣れてい
ることかと思いますが、今後の暮らしについて考えてお
られますか？子どもさんのおられる方は進学や就職とい
うタイミングで移動も考えられると思いますが、現在と
近い将来と遠い将来の暮らしをシミレーションしながら
期間で暮らし方を決めていくのが必要かと思います。
　日経新聞＊１によると、2017年度の福島県への移住者は
194世帯（305人）で、県が調査を始めた2006年度以降で
最多で、2016年度（117世帯）の1.6倍になっているそう
です。復興支援に携わった人の移住も多く、福島の自然
や人の温かさに触れて、移住を決意する人も多いとか。
震災前は50代以上のシニアの移住が多かったものの、
昨年は、20～40代の世代が大幅に増えているとのこと。
　一方で、県内に転入届を出した住民の約3割が収入や
仕事への不安を示していることもあり、県は移住者の就
業支援などを行うNPO法人への補助制度を導入。空き家
や仕事に関連する情報発信を強化したり、人材不足が深
刻な中小企業と移住者をマッチングさせるなどの取り組
みも進めているそうです。
　避難者の方からは、ふるさとを離れて、避難先の生活
に馴染み、生活が安定しているため、帰還すると、いちか
らのスタートになるのでなかなか帰還が難しいと、よく
お聞きします。子どもさんの学校やご自身の仕事、そし

て住環境など、環境を変えるために超えなけれならない
ハードルがたくさんあると。その一方で、避難先の暮ら
しに関しても、住環境や人間関係などで満足していない
方や、避難による生活費の圧迫などでストレスを感じて
いられる方、ふるさとに残してきた両親の介護などにつ
いて不安を持たれている方も少なくないようです。
　現在、全国の多くの自治体が移住やUJI＊２促進をして
います。移住定住相談支援拠点が増え、移住相談会、移
住者の話を聞く会等が開催され、ネット上でも多くの情
報サイトが閲覧が可能です。少子化が進み、高年齢社会
に加速する中で、私たちも、「避難者先に移住・定住する」
「避難元（ふるさと）に帰還する」といった選択肢の他
にも、「住みたい地域やしたい仕事ができる場所を探して
居住すること」や「２地域居住」というオプションもある
はずです。もっと、自由に、自分たちの暮らしを考えてみ
てはいかがでしょうか。今は不可能でも、5年先、10年先
に、理想の暮らしができるように、まずは、情報収集から。
移住のプロに相談することもきっかけになるかもしれま
せん。
＊１　『日経新聞電子版』, 2018年9月26日,「福島県への移住 17年度過去最大　　
「収入・仕事」に不安も」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35780750W8A920C1L01000/

＊２ UJIターン現象は、以下の3つの人口還流現象の総称。 Uターン現象: 地方か
ら都市へ移住したあと、再び地方へ移住すること。 Jターン現象: 地方から大規模
な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な都市へ移住すること。 Iターン現象: 
地方から都市へ、または都市から地方へ移住すること。
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移住定住サイト
１.全国移住ナビ　https://www.iju-navi.soumu.go.jp/ijunavi/
自分にあった暮らし探しができるサイト。暮らしをイメージして、仕事・住まい・
こだわりの観光情報・体験談・特産品から自分あった居住地を探すサイト

2. ふくしまぐらし　定住ポータルサイト　http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/fui/
福島県に移住定住を考えている方に特化したサイト。住宅情報・仕事情報・子育てや医療・福祉・
ボランティアに関して・県市町村情報・イベント情報・移住体験情報や相談窓口についての情報が
満載。帰還される方や県内での移動を検討中の方にオススメサイト

近畿

移住・定住・UIJ 相談窓口
NPOふるさと回帰センター　https://www.furusatokaiki.net　 
地方暮らしやUIJ ターンを希望する方々をサ幅広くポート。東京・大阪を除く４５道府県の自治体
と連携して、地全国のふるさとセミナーの実施や情報公開・相談などを行う。
電話　03-6273-4401 営業時間 ：10:00～18:00　火～日曜（定休 : 月・祝）

大阪ふるさと暮らし情報センター
NPOふるさと回帰センターが設置している関西圏のふるさと暮らし情報の発信拠点。ふくしまぐら
しについての資料ブースも設置。
住所　大阪市中央区本町橋２-３１　シティプラザ大阪内１階
電話　06-4790-3000 相談受付：10:00～18:00　火～日曜（定休 : 月・祝）

西日本移住支援センター

3. ふるさとサーチ
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000037.html
国土政策局では、都道府県が運営するUIJ ターン等のポータルサイトと、UIJ ターン・定住の促進
に取り組む市町村の情報を掲載。

四国

九州・沖縄

中国

しが IJU相談センター
京都府移住相談窓口
わかやま定住サポートセンター

やまぐち暮らし東京支援センター 

住んでみんで徳島！移住相談センター
うどん県・香川くらし相談コーナー
愛媛ふるさとくらし応援センター
高知県移住相談窓口

ふくおかよかとこ移住相談センター

さが移住サポートデスク

ながさき移住サポートセンター

くまもと移住定住支援センター

おおいた暮らし相談窓口

宮崎ひなた暮らしUIJ ターンセンター

かごしま「よかとこ」暮らし支援センター

090-2730-4793 
080-8504-9734
03-6269-9883

090-1657-7470
090-6344-1948
080-5873-3296
03-6273-4887

090-7720-7047
080-2125-1634
080-7749-3244
03-6273-4626

03-6273-4048 

090-1657-8205

080-7735-3852

080-2125-1656

080-7731-8944

03-6273-4401

080-7731-7915

月・火曜日・祝日・季節休
月・日曜日・祝日・季節休
月・火曜日・祝日・季節休

月・木曜日・祝日・季節休
月曜日・祝日・季節休
月曜日・祝日・季節休
月曜日・祝日・季節休

月・火曜日・祝日・季節休
月・木曜日・祝日・季節休
月・日曜日・祝日・季節休
月曜日・祝日・季節休

月曜日・祝日・季節休

月・木曜日・祝日・季節休

月・木曜日・祝日・季節休

月曜日・祝日・季節休

月曜日・祝日・季節休

月曜日・祝日・季節休

月・火曜日・祝日・季節休

ほどほど田舎　ほどほど都会

京の田舎暮らし、お手伝いします！

わかやまではじめる” 和み “暮らし

来んさいな　住んでみないや　鳥取県

もんげーええとこじゃ！住んでみられぇ岡山

HIROBIRO。人生もっとひろく。おおきく。

住んでみぃね！ぷちええ山口

住んでみんで徳島！
うどん県それだけじゃない香川県で暮らしま
せんか

よかとこ、よかまち、よかくらし。移住を全力で
応援
ワンストップでさが暮らしをサポートします！

住んでみんね！長崎県

熊本で「暮らす」という、心地よさ。

しんけんいいけん！おんせん県おおいた♨

気候も人もあたたかい「にほんんひなた宮崎
県」
おじゃったおんた　鹿児島県！

とっとり暮らしサポートセンター
おかやま晴れの国ぐらし
ひろしま暮らしサポートセンター

メッセージエリア /名称 電話番号 定休日

住んでみぃね！ぷちええ山口

愛のくに、愛顔あふれる愛媛で暮らそう
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