W o rk sh o p s

愛知県に行って、愛知県観光を楽しみながら、東海地方の避難者＆支援者と交流を図りませんか。

毎週

日時

毎週

内容

7 時 新大阪駅南口貸切バス乗り場→8 時 京都駅八条
口観光バス乗り場（Avanti 前）→ピザ作り交流→岡崎
市内見学（岡崎城・八丁味噌工場等）→18 時京都駅
八条口観光バス乗り場（Avanti 前）→19 時 新大阪駅
南口貸切バス乗り場
窯焼きピザ作り

参加費用

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。
日 程 2019年2月９日（土）11時半〜21時
（日程を9日11時半に変更しています。）

集合・解散
内 容

郡山駅西口在来線改札口集合

ゲストのお話・交流・大内宿の見学

参加費 無料

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。

毎週

春の訪れを待つ
〜福島で生きる暮らしの蓮笑庵体験〜
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

予約

鍼灸マッサージ

毎週
毎週

（幼児クラス）

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。

日時 毎週 水曜日 15:00〜17:00

って、簡単に大人かわいいアクセサリーを

予約要／参加費 : 無料／講師 : 松岡善雄

作る事が出来る新しいハンドワークです。

入門クラス

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)

初中級クラス

コミュニケーショ

意識し、無理なく身体を動かします。

講師 : 林むつみ

ン力アップのた

シニアの方にもオススメ！
日時

第３or４日曜日

ンスよく学びます

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

日時

対象：生後2ヶ月〜2歳頃のお子さんと
ママ対象
（定員6組 /予約制）
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）

第１・２・３月曜日 15:00 〜16:10

中上級クラス

笛レンタルあり（事前予約要）

持ち物：バスタオルフェイスタオル等

め、インプットと
アウトプットバラ

9:30〜11:00

メールでプレゼント込）

無料

第１・２・３月曜日 16:20 〜17:20

第4 火曜日 15 :00 〜16:30

参加費 :1000 円（オイル代 、アート写真

参加費

英語の基礎を学び、
基本の会話練習をします

日時

インドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸を

日時

渡辺俊明先生が行なっていた盛り付けを再現）

I

レベルに合わせて、英語・英会話を指導し

キラ素敵なスワロフスキーのストーンを使

お気軽に参加できます。

（山から自然の彩りを取ってきて、
お料理を盛り付け、

FR

グルーデコは二種類の特殊な粘度とキラ

10:30 〜13:30

避難者交流の集い・お料理盛り付け体験

楽しく身につく大人の英語クラス

マッサージ。お一人30分のセッション。

に考えたいと思います。

内容

朝ヨーガ

篠笛カフェ

福島県出身鍼灸マッサージ師による全身

導しますので、
どなたでも

郡山駅西口在来線改札口

第2

ベビーマッサージ

第２金曜日・第４月曜日

集合・解散

ベビーマッサージ 予約

（小学生クラス）

講師が吹き方を丁寧に指

2019 年 3 月 24 日（日）11 時〜17 時

第2

日曜日

キッズ英語

親子の絆作りにも役立ちます。

中で、日々の暮らしを見つめ直し、生きることを共

金曜日

（中上級）

篠笛カフェ

ることになりました。蓮笑庵の落ち着いた佇まいの

U

大人英語

ベビマを通じてお子様もママもリラックス！

閉館中ですが、今回特別に 1 日だけ開けていただけ

ランチ・音楽のプレゼント

第2日曜日 10 : 00 〜11: 00

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

講師：西山祐子

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。

参加費 : 500 円

幼稚園クラス

講師 : 川崎安弥子

9:30 〜10:45

参加費：1,000円

定員 : 先着 5 名

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。

楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
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。
第 3 火曜日

9:30 〜11: 00
参加費 :1000 円
定 員 : 5名

Fe

講師 : 山田今日子

b

上記イベントのお申し込み方法

木曜日

TH

ED
W

E
TU

水曜日

キッズ英語

朝ヨーガ

ふるさととつながろうツアーお知らせ
雪の会津を訪れる
雪の大内宿（下郷）を訪ねて

大人英語

鍼灸マッサージ＆相談(避難者限定)

2019 年 3 月 14 日まで

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

第４

大人 1,500 円 子供（18 歳まで）1,000 円
お申込締切

第 3 楽ちん抱っこ

（ 入門、
初中級）

岡崎市内（岡崎城）見学他

お申込み受付＆定員 先着順受付 40 名まで

キッズ英語

火曜日

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。

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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集合

2019 年 3 月 17 日（日）

O

月曜日

M

近畿 × 東海地方避難者大交流会

N

レギュラーワークショップ

3月のイベントのお知らせ
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代表者名・参加人数・代表者携帯電話番号を記載の上、メールもしくは郵送でお申し込みください。

ivoitwyaRIepnofort
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ふるさととつながろうツアー活動報告

たまに、
掛け声をかけながら、
「すごーい」「上手」と歓声も
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b
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餡子の取り方、皮の伸ばし方、餡を入れながら皮を包むコ
ツを習いました。皮が柔らかいのでなかなかうまく包めな
かったりしましたが、餡を適度に抑えながら入れ、回しな
がら包み完成させていく作業は面白く、
皆さん真剣に取り
組んでおられました。蒸しあがった饅頭は一つは試食して、
後はお土産に。今の時期は、収穫されたばかりの小豆を炊
いているので、普段の餡よりもみずみずしいとのこと。試
食してみると普段の饅頭よりも餡がさっぱりして食べやす
く感じました。最後に、店の裏側にある縁結びの神様の「
萬頭神社」にお参り、饅頭の形をした自然石「願掛け萬寿
石」に祈願しました。

上がり、どんどん突き上がっ
ていくお餅。最後は、地元の
方が完成してくれて、おいし
いお餅ができました。つきた
汁餅、
ての餅を手早く丸めて、
あんころ餅、納豆餅、きな粉
餅にしました。他にも、いか
にんじんや浸し豆などの福島

の正月料理が並び、皆で一緒に美味しくいただきました。
一番人気は、納豆餅でした。菅野さんのところで栽培
したオーガニックの大粒の大豆で作った納豆。納豆嫌い
な子どもたちも「美味しい！」「美味しい！」と言いな
がら、納豆餅はすぐになくなりました。青ばた大豆で作
った豆腐も大人気。大豆の味を楽しめる納豆や豆腐。や
っぱり福島のものは美味しい、、、そう思いました。
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れました。
まずは、外に出て餅つきを皆で一緒にしました。子ど
「よいっしょ」と
もから大人までみんなでつきあげる餅。

ry

2019年1月4日、昨年と同様、二本松市東和町で有機
農家を営み、農家民宿「遊雲の里」を営む菅野さんの民
宿にお邪魔しました。福島駅からバスで約１時間。昼頃
に到着すると、菅野さん家族の他地域の方々も迎えてく

全員で東和在住の民話語り部・紺野さんから福島の民話
もお聞きました。年神様の話、十二支の話、浪江の民話「
歯型の栗」など、福島の方言たっぷりで、お話はおもしろ
可笑しく感動もしました。地元の参加者の方がギターを演
奏して、一緒に歌を歌いました。
福島を離れ、今は全国
バラバラの場所に住んで
いる私たち。東和町在住
の菅野さんや地元の方々
との触れ合い。一緒に餅
をつき、歌を歌い、
語り合
い、外遊びをし、心温まる
時間を共有しました。「待ってかんな。いつでも帰ってお
いで」。居住地へ戻る私たちを送り出してくれたふるさと
福島の仲間たち。また来年東和でまた会おうと約束して、
民宿を後にしました。
住んでいる場所は違っても、ふるさとにいる同郷人との
繋がりがこれからの生活の糧になることと思います。―待
っている人がいる。会いたい人がいる。行きたい場所があ
るーふるさととの繋がりを大切にしながら、希望をもって
生きて行こう。年の初めにそんなことを思ったツアーでし
た。

a

第５回 「農家民宿で迎えるお正月」

お餅をいただいた後、
子どもたちは、外遊び！
プラスチック袋に紐を
通したそり滑り。
雪合戦。ケイドロ。薪
割り。室内では、地元
産のコットンを育て普
及している藤倉さんに、コットンの機織りやコットン人形
などの作り方を教えていただきました。
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地元の果物にこだわったワイン造りをされているワイ
ナリー、郡山ブランドのオーガニック野菜にこだわった
イタリアンレストラン、伝統の味を守りながら地域に根
ざした和菓子屋。
皆、地元福島を愛し、
福島とともに夢を実
現している姿が心に
残りました。多くは
語らないけれど、熱
い想いを持っておら
れるのがひしひし伝
わってきました。震災から８年目を迎えようとしている
今、
「買って応援」ではなく、福島の強みを武器に自社
のブランド力を高め、製品作りに取り組む姿を見ること
ができ、とても励まされました。これからも福島を盛り
上げる役割を担い続けていただきたいと思いました。

b

第４回目は郡山を訪れました。郡山駅に集合してバス
で向かった先は、駅から車で30分西に行った逢瀬にあ
る「ふくしま逢瀬ワイナリー」でした。
駅を離れると道路に
積もった雪の量が多く
なり、ワイナリーに着
くと、一面雪が積もっ
ていました。子どもた
ちは大喜び。まずは、
ワイナリーに入り、お話
を聞きました。2015年に支援を受けてオープンしたワ
イナリー。将来は独立を目指して運営されています。美
味しい福島の果物を使ったリキュールを作りたいという
思いを実現するために、これまで様々な取り組みをされ
てきました。1000ℓ用と2000ℓ用の醸造タンク26本
（総容量40000ℓ）が並び、ブランデーなどを造るた
めにドイツ製の蒸留機を備えています。 2018年夏から
郡山産のぶどうを使ったワインを仕込み、これから販売
予定です。スタッフの方も心待ちにしているようです。
発売が楽しみですね。
これまでの経緯とワイン作りに関して説明していただ
いたあとは、試飲。福島県産の桃「あかつき」を使った
桃のリキュール、福島県産の梨「幸水」と「豊水」を使
った梨のりんごのリキュール、福島県産の林檎「ふじ」
を使ったりんごのリキュール等、フルーツブランデーベ
ースのリキュールを全て飲み比べさせていただきました
。甘くて飲み心地が良く、アルコールが苦手な人向きな
テイストでした。他にも、地元で採れたイチゴを凍らせ
た掻き氷をいただきました。冬でも美味しい掻き氷。イ
チゴのすっぱさが印象的でした。
試飲や試食の後は、子どもたちは、雪遊び。雪だるま
作り、雪合戦。寒い、冷たいはお構いなし。初めて出会
う子どもたちもあっという間に打ち解けました。

ワイナリーの次に向かったのは、開成の「ベストテーブ
ル」というイタリアンレストランです。ここでは郡山産の
オーガニックのブランド野菜が売り。スタッフが農家に出
向いて野菜の生育をチェックしたり、野菜のおいしさにこ
だわりながらメニューを考えていました。前菜のサラダは
色とりどりの野菜、珍しい地元のオーガニック野菜のオン
パレード。ドレッシングも手作りです。
具たくさんの野菜が入ったスープ、そして、美味しいパ
スタが続きます。ペストソースも手作りでコクがあり、美
味しくいただきました。最後は、自家製プリンとコーヒー
で締めくくりました。プリンも地元の卵をつかった手作り
でした。郡山のオーガニッ
クのブランド野菜、手作り、
食材選びのこだわり、自信
を持って提供されている
姿がとても印象的でした。
とにかく野菜が美味しい！
地元の方にも大人気の理由
がわかりました。参加者の方々にも喜んでいただきました。
最後に、ツアーの目玉、柏屋の薄皮饅頭作りに挑戦しま
した。薄皮饅頭といえば、福島県民なら誰でも知っている
ポピュラーな和菓子ですが、実は日本３大饅頭の一つであ
ったこと、
166年の歴史があることなど知りませんでした。
私たちの担当は、饅頭製造歴20年、柏屋で饅頭作りナン
バー１の饅頭マスター。皆お揃いの法被を着て、
準備万端。
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第４回「郡山ぶらりツアー」

