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Event   Info 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  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

餅ディナーのメニュー　　　　　　　　　　　納豆餅・高遠餅・あべかわ・あんころ餅・お雑煮・
福島の郷土料理（いか人参・リンゴの白和え・柚子の大根巻き）他

17時半～ 餅つき 18時半～ お餅ディナー 19時半～ 交流

アクセス

その他
お申し込み方法

　京阪　伏見桃山駅　徒歩2分

2019年1月9日

遠方の方で宿泊希望の方はお申し出ください。

みんなの手までお電話かメールでお申込みください。
参加者人数・連絡先・メールアドレス・代表者名を明記の上、
minnanote123@gmail.com もしくは075-632-9352までお願いします。

みんなの手主催の餅つき交流会は、５回目を迎えます。今年は、1月のつながろう
ツアーでお邪魔する福島県二本松市東和町で農家民宿「遊雲の里ファーム」を
営む有機農家の菅野さんをお迎えします。新年最初のイベントなので、おいしい
つきたてのお餅をいただながら、集まった方々で意見交換をしながら、楽しく過
ごしたいと思います。  

参加費 500円

8

避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

新しい年を迎えました。今年は年号も変わるこ
ともあり、残念なようなワクワクするような気
がします。一年の計は元旦にあり。のんびりお
正月を過ごしながら、素敵な一年の計画を立
ててみてはいかがですか。皆様にとって幸多い
一年になりますように祈願しております。

スケジュール

お申し込み締め切り
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団体訪問―愛知県被災者支援センター主催イベントを訪問してー

　2018年12月名古屋で開かれた避難者交流会にお邪魔
しました。愛知県民主医療機関連合会と愛知県被災者交
流センター共催の交流会でした。この日は、甲状腺エコ
ー検診と交流相談会が同時に行われていました。
　震災後、愛知県は、愛知県被災者支援センターを発足
して、被災者支援を行なっています。企業、専門機関、
市民活動団体、生活協同組合、ボランティア、社会福祉
協議会、地域コミュニティを結んで、避難者の方々をバ
ックアップしています。月刊誌の「あおぞら」の発行は
じめ、相談窓口の開設、被災者同士の交流、支援イベン
トの開催、生活支援物資の提供など、これまで幅広く避
難者サポートを行ってきました。県が避難者支援を設置
して、NPOに運営させているのは、関西ではどこもな
く、官民と市民が連携しながら避難者支援している素晴
らしい形だと思いました。
　この日の交流会のメインは、甲状腺のエコー検診。京
都では、以前、京都民医連に甲状腺エコー検査を依頼し
て2012年に実現していただきました。その後、民医連
さんのご好意でこれまで継続して行われておりますが、
そのやり方に習い、愛知県民主医療機関連合会でも
2015年から行なっているそうです。
　その日、甲状腺エコー検査の他には、甲状腺について
にセミナーあり、交流の場があり、暮らし・健康よろず
相談コーナーも設置されていました。一番の驚きは、い
も煮と混ぜご飯の
ランチでした。
全ての食材に産地
と原材料が書かれ
て張り出されてい
ました。天然調味
料を使い、無添加
で、野菜も地元の
ものや避難者が集って野菜作りをしている「濱田農園」
のものを使い、ボランティアの方々が作られた心のこも
った食事でした。責任者の方にお聞きすると「少しでも
元気になってほしい。ここまでこだわらなくてもいいと
　　　　は思うけど、安全なものを食べてもらって少し
　　　　でも安心してほしいから」と。この徹底ぶりに
　　　　感動しました。

　お楽しみ企画として、クリスマスの折り紙作りとアロ
マハンドトリートメントがありました。クリスマスの折
り紙は大学生がボラン
ティアで子どもたちに
教えていました。
「ボランティアできて
嬉しい」参加した感想
を述べていました。
アロマハンドトリート
メントは、富岡町からの避難者の方がしてくださいまし
た。富岡町から強制避難させられ避難所で暮らしていた
日々。ストレスが募る中、ハンドマッサージされて癒さ
れたことがきっかけで、愛知県に避難してからアロマの
頃やマッサージのことを学校で学びました。今は開業し
て、アロマのことを教えているAさん。毎年避難者交流
会にはトリートメントを施し、避難者のことを癒してい
ます。存在自体で癒される素敵な方でした。
　数時間でしたが、愛知県の避難者支援について視察で
きて、とても有意義でした。官民連携によるサポートと
ボランティアの方々の思いが熱い愛知県。3月に愛知の
避難者や避難者支援団体との合同交流会を開催しますの
で、皆様お楽しみに！！

1月つながろう
ツアー

3月つながろう
ツアー 9月つながろう

ツアー

 裏磐梯自然塾を
訪れて 11月つながろう

ツアー

 福島市

1月餅つき交流
会

8月宮津海水浴
ツアー 9月近畿避難者

交流

イベント 三重県
青蓮寺湖

2月雪遊びツア
ー 

滋賀県奥伊吹ス
キー場

11月
宮津みかん狩り

ツアー

8月
つながろうツア

ー 田村の

あぶくま洞を訪
れて 10月芋煮会 

兵庫県丹波篠山
にて 12月クリスマス

イベント

@きのわ

２０１９年も宜しくお願いします！！

2018年共に旅した距離12,232キロ　2018年にお会いした方々の数　956名

１年間みんなの手の活動にご参加くださりありがとうございました。



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）

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）

ベビーマッサージ
篠笛カフェ

第3 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

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

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

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

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

メールでプレゼント込）
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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 9日（土） 11 時～21時
　　　(日程を 9日に変更しています。)
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

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。

Workshops

次のふるさとつながろうツアーは南会津の大内宿を訪れます。以前のお知らせしましたが、今年の雪祭りの関係で、
日程を以下に変更します。

日時　2019年 1月 27日（日）
内容　

日時　2019年 2月 23日（土）
場所　ヨゴコーゲンリゾートヤップ

京都の南部のスローライフ満喫交流ツアー

京都の南端の山城村や木津川を訪れ、スローライフを体感します。森・山・川
に囲まれてひっそり佇む南山城村。地元の深緑会さんからこんにゃく作りを
習い、木津の無農薬のお茶屋さんを訪れ、お茶の入れ方を伺います。
参加者通しや地域の方との交流も深められるツアーです。

田舎体験  地元住民による秘伝のこんにゃくいもから作るこんにゃく作り体験、作りたてのこんにゃく
刺身＆原木椎茸の蒸し焼きを試食、2017年オープンの南山城道の駅でのランチ、フォトジェニックな
お茶畑見学、無農薬の製茶屋さんを訪れ、お茶の美味しい淹れ方体験

参加費用　1,000 円

上記イベントのお申し込み方法　
みんなの手まで、代表者名・参加者の人数（大人・子供（学年）・連絡電話番号・メールアドレス
を明記の上、メール（minnanote123@gmail.com）でお申込みください。
つながろうツアーのみ、参加者名（全員）・交通手段と交通経路・避難者先・避難元住所・宿泊の
有無も併せて明記ください。

避難者交流雪遊びバスツアー

参加費　無料（ランチ・レンタル代などは実費）
その他　スキー場は、雪のコンディションにより変更することは
　　　　ありますのでご了承ください。

ふるさとつながろうツアー

お申し込み締め切り　2019年 1月 23日
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丹後由良みかん狩りツアー
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　11月18日（日）京都府宮津市の丹後由良へ生産者交
流ツアーに行きました。お天気にも恵まれ、紅葉シーズ
ンの日曜日。バスの車窓からは、木々が色づく様が見え
てバスの道中も楽しむことができました。
　京都駅から１時間半余りで宮津に到着し、まずは岸田
秀農園さんへ。道からすぐのみかん農園に案内されまし
た。岸田さんのみかんは日本海では北限のみかんとされ、
無農薬で大切に育てられています。今年は、懐柔被害に
遭われ、例年よりもみかんの数が少ないそうですが、太
陽の日差しを浴びておいしそうなみかんがたわわに実っ
ていました。
　いただくと、酸っぱくて、酸っぱいみかんが好きな方
はたまらない様子。岸田さん曰く、取れたてのみかんは
酸っぱいので１週間ほど置くと甘くなると。私たち皆個
性があるように、同じ木になっているみかんでも、一つ
一つ大きさも固さも味も異なり、甘いみかん、酸っぱい
みかん、甘すっぱいみかんと、いろんな味を楽しむこと
ができました。たくさんいただいたのちに、カゴにたく
さん詰めて、おみやげとして持ち帰りました。
　お昼になり、伊根の地元の方々の作ったお弁当を丹後
由良駅前にある「安寿亭」でいただきました。安寿と厨
子王の物語にちなんだ名前で、地域の拠点になっていま
す。そこで、町おこしのために始めたオリーブ作りにつ
いての話を伺い、オリーブ茶をいただきました。　大人
気の足湯にも浸かりました。避難者の方にも「とてもポ
カポカして気持ち良かった」と、大人気でした。足湯の
隣に隣接している北前船資料館で北前船の歴史について
も伺いました。北前船は、江戸中期から明治時代にかけ
て日本海側地域と大阪・瀬戸内地域を結んだ商船。それ
を中心に栄えた丹後。当時の地図、絵、資料や模型を見
ながら、航海の苦労話などを伺っていると、400年前に
タイムスリップしたかのような錯覚にも陥りました。み
なさんも熱心に聞いておられました。

　11月24日に2018年３度目のツアーを実施しました。
今回は、「福島市ぶらりツアー」というテーマで福島市で
話題のスポットと土湯温泉に伺いました。
　福島市では、駅から徒歩7分ほどの上町テラス１階の
「たなつものや」さんに伺いました。代表の廣田さんか
らたなつものやさんの由来に関して伺いました。「たな
つものや」さんは二本松で生産している雑穀などの自社
の製品はじめ、地元のココロとカラダに優しい野菜や食
品の販売している自然食品です。
　震災後、消費者の方々に安心していただけるものを届
けようと、１製品につき放射線測定を３回丁寧に行い、
情報公開をして、お客様との安心を築いてきました。た
なつものやさんの運営する系列の飲食店でもこだわりを
貫き、「地元で作られたカラダに良いものを地元で消費
する」コンセプトで、ラーメン屋さん、定食屋、熟成肉
の食堂などを運営しています。
　ランチは、自然食品店から徒歩10分ほどのパセナカに
ある系列の「たなつものや食堂」でランチプレートをいた
だきました。地元産のオーガニックの野菜や自慢の熟成
肉などをいただきながら、避難者通し交流を図りました。
初めて参加される方も、数回目の参加の方もあっという
間に打ち解け、なかなか会話が途切れません。デザートま
でいただき、マイクロバスで土湯温泉に向かいました。
　土湯温泉では、今話題の若旦那たちが私たちを出迎え
てくれて、コミュニティホールで、土湯の町おこしに関し
てお話を伺いました。震災後、観光客の減った土湯温泉
をなんとか盛り上げようと集まった旅館の後継者たち。
いつのまには、土湯の「若旦那」として脚光を浴びるこ
とになったこと。少子高齢化は進んでおり、地元の土湯
小学校の生徒数も減り、現在は町全体で移住対策にも力
を入れていることなど伺いました。2019年4月に観光
協会、お土産店、宿泊施設の合体した「湯楽座」がオー
プンするそうで、どんどん進化する土湯温泉が楽しみに
なりました。
　お話の後は、皆で温泉街をぶらぶら歩きました。全員
がこけし作りをしたいということで、こけしやさんに。
顔の下書きの練習から始まり、顔、胴体の絵付けまで行
い、思い思いのこけしが出来上がりました。四色の色で
一つ一つ全く違ったこけし。子供さんから大人まで皆で
楽しみながら作ったこけしは、記念の品になりました。
こけし作りは大好評で、「こけし作りツアー」の要望が出
るほど。

　次に、丹後ちりめんの丸仙を訪れました。丸仙さんは京
都府北部にある丹後地方でおよそ300年前から続く "丹後
ちりめん" を５０年以上にわたり織り続けています。
　丹後ちりめんとは、経糸（たていと）に撚りのない生糸、
緯糸（よこいと）に強い撚りをかけた生糸を交互に織り込
んで生地にし、精練することによって糸が収縮し、緯糸の
撚りがもどり、生地全面に細かい凸凹状の「シボ」がでた
織物です。工場は休日でお休みでしたが、ここにしかない
強い撚りをかける昔ながらの八丁撚糸機を見せていただい
た後、レトロなお家の中で休ませていただきました。とて
も懐かしい気持ちになれる空間でした。代表の安田さんに
ちりめんについてや商品についても伺いました。
　最後に、地元の川「野田川」にいき、鮭の遡上を見学。
産卵の時期が終わり頃でしたが、つがいの鮭の遡上する姿
を見ることができました。自分の生まれた川に戻り産卵す
る鮭。遡上して産卵する場所を見つけ、メスは産卵後１週
間ほどで力尽きて命を終える鮭。そのあと、孵化した稚魚
はどんどん成長し、大人になるまで約１万キロほど回遊す
るそうですが、成熟期に近づくに連れて自分の生まれた川
を目指して帰っていくそうです。私たちもふるさとに戻り
たいと思うのは、本能なのかもしれません。
　宮津の歴史、文化や自然に触れながら、地元の方との交
流、避難者通しの交流も図れた充実した内容でした。参加
された方からは、「とても興味深く贅沢なツアーでした」
「初めてのみかん狩りが楽しかった」「ふるさとへ帰った
ような懐かしい風景が見れて安らげた」との感想をいただ
きました。
　これからも避難者通しの交流を図りながらも、地元民と
の交流でき、地域の文化や歴史に触れるツアーを企画した
いと思います。またのご参加をお待ちしています。
　

　最後に、橋のたもとの足湯、そして、2018年4月にオー
プンした公衆浴場「中の湯」へ。温泉は源泉。アクセスが
よく気軽に入れるところが良かったです。
　ふるさとでは、町おこしが進み、新しい名所もでき、新
たなふるさとを感じることができました。同時に、変わら
ないものや変わらないところもあり、懐かしさを感じるこ
とができました。そして、このように、集い、交流しあえ
る仲間たちがいることも嬉しく思っています。
　これからも、「ふるさととつながろうツアー」を通じて、
ふるさととの絆を持ちながら、同郷人の輪が広がっていく
ことを願っています。皆様、また福島でお会いましょう！

生産者に会いに行こう！ ふるさととつながろうツアー
福島市のセレクトカフェ＆ショップ＆温泉巡り
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北海道・東北

東日本移住支援センター

関東

北陸

東海

北海道ふるさと移住定住推進センター
「どさんこ交流テラス」
青森暮らしサポートセンター
いわて暮らしサポートセンター
みやぎ移住サポートセンター　
あきたで暮らそう！Aターンサポート
センター
やまがたハッピーライフ情報センター
福が満開、福しま暮らし情報センター

いばらき暮らしサポートセンター

とちぎ暮らし・仕事支援センター

ぐんま暮らし支援センター

「住むなら埼玉」移住サポートセンター
ちょこっと田舎・かながわライフ支援
センター

富山くらし・仕事支援センター
いしかわ移住UI ターン相談センター
ふるさと福井移住定住促進機構東京オ
フィス甲信越
にいがた移住支援デスク・コムスムにい
がた
やまなし暮らし支援センター

信州に暮らす。楽園信州移住相談センター

清流の国ぎふ　移住・交流センター
ふじのくにに住み帰る” 静岡県移住相
談センター”

静岡市移住支援センター

ええとこやんか三重移住相談センター

090-1541-0011

090-6342-6194
080-8871-1741
090-1559-4714

080-9292-5195

03-6269-9533
03-6551-2989

080-9552-5333

080-9502-5985

080-8870-2756

090-1559-4781
070-4127-5905

080-8870-2456
090-1541-8786

03-6273-4322

090-1657-7263

03-6273-4306
080-7735-3992 
090-1657-7401

080-7749-3317

03-6206-3858

080-2125-1591

080-9512-5093

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

月曜日・第２・４日曜日
翌週水曜日・祝日・季節休　
月曜日・祝日・季節休　
月曜日・祝日・季節休　

月・水曜日・祝日・季節休　
月・火曜日・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・日曜日・祝日・季節休

月曜日・祝日・季節休　

月曜日・祝日・季節休

月曜日・祝日・季節休　

暮らすべ！北海道！

訪れてよし！住んでよし！あおもり暮らし

いわてイーハトー部（ブ）に入ろう！
すべてに「ちょうどいい」を感じられる宮城県

秋田で、暮らそう！働こう！！

質的に豊かな人間らしい暮らし

ふくしまからチャレンジはじめよう

気がついたらいばらき県民！

夢にチャレンジできる。ニア東京とちぎ

ぐんまでちょうどいい暮らし。ちょっといい
暮らし。

ニアアーバン埼玉でニア自然暮らし
ちょこっと田舎な神奈川で暮らす

水清き、立山美し、富山に来られ

住みやすさ全国トップクラス、石川の暮らし

幸福日本一。あなたの幸せ福井にあります

かなえたい暮らしが新潟にあります

都会から近く大自然の息吹の中で暮らす山梨

来る人　住む人　しあわせ信州

清流の口ぎふ　日本の真ん中に住む

一緒に暮らそう！ふじのくに

自然豊かなコンパクトシティ静岡市

ええとこやんか三重！

メッセージエリア /名称 電話番号 定休日

きのわ(みんなのカフェ)

キャリアを考える

キャリアの話　6回目
 「今年も一年が過ぎようとしています。皆さんが今年の
年頭に思い描かれたことは今、どのような状況になって
いますか？私は計画したことが道半ばという感じです。
今年も除夜の鐘をもって、リセットします。というわけで
毎年、積み残し状態です。これも習慣になっているので
特に悩まないことにしています、「心の健康を軽視してい
ると意外なつけがまわってくる」という言葉を信じて健
康ならばまあいいかという具合です。
　今年は関西も災害が多くとても大変な年でした、災害
から数か月経っても電車の窓から見えるブルーシートの
屋根にそのときの様子を思い出します。ニュースを見る
度に「災害は忘れたころにやってくる」という言葉を思
い出しますが、近年、備えていても対応が難しい事態に
私たちはどうすれば良いのでしょう。
　労働の場もいろいろな変化がある年でした。平成29
年に働き方改革が始動して日本の“ワーク・ワークバラ
ンス”がやっと、“ワーク・ライフバランス”の形になりつ
つあります。
　働き方改革が始まった今年初め頃はこんな会話が聞か
れました。「早く帰れと言われても仕事が残っているし困
るよ」と電車の中のサラリーマン、「早く帰れと言われる
ものですから」と早く帰ることに照れ臭いのか、言い訳？
する近所のご主人、「早く帰っても家ですることないし」
「女房、子供にうっとうしがられる」等、中高年の男性
たちには何かしらの戸惑いがあるようでした。この制度、
浸透するにはもう少し時間がかかりそうです。特に50代
以降、この年代、まだちょっとワーク・ワークバランスの
ようです。
　今日は“人生の成功”について考えてみたいと思います。
皆さんも一緒に考えてみませんか。

「お金持ちになったら、それだけで満足」、「出世出来たら
満足」、人生の成功とは、そうではないとは思いますが、いか
がでしょう？
　ひとつの見方ではなくいろいろな側面があってトータル
で考えて人生の幸せをつかんだ状態を“人生の成功”と言え
ると思います。では人生の幸せとはどういう状態かと考え
ると、自由であることでしょうか、自分の思い、考えを縛ら
れることなく拡大できること。では、自由について何かと考
えると「時間的な自由」サラリーマンであれば、有給休暇
を取りたいときに取れる自由、自分の得意な業務を選択で
きる自由、他、旅行に行きたい、自分のために学習したい、
など自分の時間を自由に使うことができること。
「経済的な自由」欲しいものがあるけど我慢しなければ生
活に響くではなく、お金が余り過ぎて使い切れないでもな
く、欲しいものがあるときに我慢せずに買える程度の自由
です。
「身体的な自由」健康で体を思うように動かせる自由、足
が痛い、腰が痛い、自分の身体なのに思うように動かせな
い時って本当に不自由です。
「精神的な自由」言いたいことが言える、束縛されないで
楽しむことができる、興味のあることに挑戦してみること
ができる。
「時間・経済・身体」の自由を得られた後に「精神的な自
由」を得られることが“人生の成功”ではないかと考えます。
自分の生活の中の自由を拡大していくことが人生の成功に
近づくことかもしれませんね。
　以前、このシリーズのなかで人生は舞台、その時々で役
割があるとお話ししました。
　子育て、親の介護の最中には時間の自由が制限されるで
しょうし、子供の学費がかかるときには経済的な自由が制
限されるでしょう、治療中は身体的自由が制限されます。
これらの制限はうまく切り抜けられれば、長い人生の中で
はほんの一部の時間です。自由は復活します。人生全般で
経済的・時間的・身体的自由を拡大していけば最後に精神
的自由が得られ、“人生の成功”が手に入ると思います。そ
のためには今のこの瞬間を大事にしたいと年頭に思います。

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

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

きのわJanuary

9
 201

9

Ja
nuary

先月のニュースレターで、「住みたい地域やしたい仕事ができる場所探しをしてみてはどうか」という提案とともに、
全国の移住相談視点拠点が増えている現状をお伝えして、西日本の移住支援センターの情報を掲載しました。
今月は、東日本の移住支援センターの情報です。
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