
きのわ(みんなのカフェ)
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
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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

ADRの申請に関する
原発賠償勉強会＆個別相談会 (夕食付き)

その他

上記イベントのお申し込み方法

ご希望の方に、わっぱディナー提供　待ち時間に召し上がっていただ
けます。個別相談中に、子ども達はキッズルームで保育あり。

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）→ 10時半 えとせ工房にてピザ作り＆ランチ
交流会 →15時カクキュー八丁味噌工場見学 → 16時 岡崎城見学 → 
19時半 京都駅八条口観光バス乗り場（Avanti前）→20時半 新大阪駅南
口貸切バス乗り場

2月28日　個別相談は先着順受付

代表者の方のお名前・参加者のお名前・参加人数・大人・子ども（学年）
携帯電話番号を明記の上、みんなの手までメールでお申込みください。

ADRセンターとは、公的な原発賠償紛争解決機関で、費用と時間をかけず、速く
解決することを目指して設立されています。請求の時効まで数年に迫ったため、
ADRに関して学び、申請のサポートをさせていただく目的で勉強会＆相談会を
開催いたします。
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Message

今年は暖かいせいか、春がそこまで来ているような
気がします。ワクワクする春を前に、ADR勉強会、岡
崎への交流バスツアー、蓮笑庵でのつながろうツア
ーなどイベントが目白押しです。京都、愛知、福島で
多くの方 と々お会いできるのを楽しみにしております。
2018年度もみんなの手とつながり続けていただき
ありがとうございました。今後とも、一緒に手をつな
いでいきましょう！！

日 時

タイムスケジュール
全体勉強会 個別相談

2019年3月2日（土） 場 所 きのわ　京都市伏見区両替町4-319

15時半～16時半 16時半～20時半
※個別相談は　おひとり20分～30分

原発賠償勉強会＆個別相談会＆わっぱディナー内 容

お申込み締切

相談料・参加費 無料
対象  福島県の強制避難区域以外から避難されている方（自主避難者）
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キャリアを考える

キャリアの話　8回目

　人生の中でそれぞれの年代での役割があり、その中で
仕事を選択、実行することがその人の生き方であり、そ
の人らしさを表現していることを最初の頃に書かせてい
ただきました。仕事、生き方に出会う機会は偶然ではあ
るけれどその人の中で偶然を自分の人生に取り入れる準
備が出来ているからこそ世の中にある沢山の情報の中か
らキャッチできるのだと「偶発的経験」をテーマに書きま
した。与えられた仕事の中で自分らしさを発揮したり、
自分らしさが発見できたり、あるいは自分を表現するの
に仕事をするということもあります。女性の起業支援を
何年かしていました。好きで趣味として長年していたフ
ラワーデザインを仕事としてすることにためらっていた
女性がいました。作品はとても素晴らしく見る人を和ま
せてくれました。私はこの方の作品をぜひ多くの皆さん
に見ていただきたいと思ったのですが、専業主婦の彼女
は自分の作ったもので金銭をもらうことにはかなり抵抗
がありました。起業相談に来られているのに金銭をもら
うことに慣れていない彼女に私は「お金をもらおうと思
うと抵抗があるけれど、あなたの作品をみて感動して買
ってくれると思ったらどんな感じですか？」と問いかけ
ました。
　自宅の玄関に飾っておいたリースを通りがかりの人が
気に入って譲って欲しいと買って行かれたそうです。
　自分のやりたいことで収入を得るのはなかなか大変な
ことです。自分では良いと思った物が必ずしも他の人が

気に入ってくれるとは限りません。名前が売れて○○さん
の作品と言うだけで作品に価値がつくようになれば別です
が、そこに行くまで皆さん並々ならぬご苦労をされていま
す。起業の難しさは100も承知ですが、私は女性に起業を
勧めます。
　生活のために今は安定した収入が必要でそんな冒険は出
来ないという方も、専業主婦で仕事をすることは考えたこ
とがないという方も身の回りにある物から「これは新商品
にならない？」「こんな店があったらいいのに」「ここを
変えてみたらどうだろう？」という見方で日常を過ごして
みませんか？ロールケーキが好きでついにロールケーキだ
けのお店を自宅で開店した方がいます。自分が食べること
からの発想の転換です。
　イラストが得意で白いＴシャツを仕入れ、自分でＴシャ
ツにイラストを描いてＷＥＢ上の店を開店しました。自分
の子供とペアで着れるＴシャツが欲しくて作ってしまいま
した。いづれも起業の相談に来られた方です。何かやって
みたいけど何も計画はないと相談されました。最初から皮
算用をすると焦って失敗するかもしれません。最初は楽し
んで、何をしたら身近の皆さんが喜んでくれるのかを考え
てみることから初めてみましょう。
　日常に興味をもって生活する、何か新しい発見はないか
と思って物事をみると心が元気になります。キャリアアッ
プとは生活の中で気持ち、こころを成長することだと思っ
ています。これからの皆さんの生き方がＵＰするよう日々、
良い変化を起こされることを願っています。
　長い間　お読みいただき有り難うございました。

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

日時   2019 年 3月 17日（日）

近畿×東海地方避難者大交流会

参加費　大人 1,000 円 子供（18歳まで）500円

内容

愛知県岡崎で、東海地方の避難者＆支援者と交流
しながら、観光も楽しみませんか。

本格窯焼きピザ作り＆ランチ交流会
岡崎市内（八丁味噌工場と岡崎城）見学

45名様（先着順受付） 3月14日までお申込み受付＆定員 お申込締切

集合



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）

Workshops

上記イベントのお申し込み方法

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ましょう！

代表者の方のお名前・参加者のお名前・参加人数・大人・子ども（学年）・携帯電話番号を明記の上、
みんなの手までメールでお申込みください。
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きのわ主催　きのわ×京都ちーびず
春を感じる和紅茶＆春のスイーツ試食会

桃山東合同宿舎＆ももやま子ども文庫クローズングセレモニー

2019年3月22日（金）14時半～16時半 きのわ

オーガニック和紅茶の飲み比べ（宇治茶・全国）&春のスイーツ盛り合わせ（さくら米粉シフォン
ケーキ・ふきのとう味噌シフォンケーキ・筍デザート・甘酒お米シャーベット・さくら寒天あんみ
つ等）＆ちーびずマルシェ

京都府の避難者受け入れ住宅である「桃山東国家公務員宿舎」が2019年3月に閉鎖、それに伴い「ももやま子ど
も文庫」も閉鎖いたします。そこで、最後に、宿舎と文庫のお別れの会を開きたいと思います。皆様、お誘い合
わせの上、ご参加ください。

参加費 1,500円

参加費 無料（申し込みは必要ありません）

場所

避難者の方、元住人の方、地域の方、どなたでも対象

ももやま子ども文庫主催

内容

思い出作品展示　10時～16時　子ども文庫お別れセレモニー　13時半～15時半 
セレモニーの内容　挨拶・演奏・スライド上映会・おやつタイム・交流など

内容

春の訪れを待つ～福島で生きる暮らしの蓮笑庵体験～

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

ふるさととつながろうツアーお知らせ

March
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日時

2019年3月23日（土）日時



Kinowa  Info

第６回　「雪の大内宿（下郷）を訪ねて」南山城村を訪ねて：スローライフツアー体験

Activ i ty  Repor t

　2019年2月9日、南会津の大内宿を訪れました。今年
は、雪も少なく寒さも厳しくなく、
ツアーには快適な日でした。郡山
駅からバスで約２時間。恒例の自
己紹介をしながら目的地に向かい
ました。今回のツアーには、京都、
大阪、岡山から避難者が集まりま
した。自己紹介の後は、近況報告
や居住地の案内等をしていただき
ました。避難者の方からは居住地
の名所や地元の方の気質、インフルエンザによる学校閉
鎖のニュースなど話題が提供され、楽しいバスの旅にな
りました。
　大内宿に到着すると、まず初めに、ねぎ蕎麦屋に向か
いました。蕎麦の器にネギが一本のせられていて、それ
を箸代わりにしながら、かじりながら蕎麦をいただきま
す。最後まで一本のネギを食べきることは難しくギブア
ップしましたが、ネギパワーのおかげで身体が温まりま
した。

　当日は、雪まつり初日。ステージでは団子さし、餅ま
きなどが順々に行われていました。振舞われた馬の肉汁
をいただいてから、地元のよさこいグループ「郷人」の
よさこい踊りを鑑賞しました。会津の歴史をテーマに創
作されたよさこい踊り。熱い想いで力一杯会津魂を表現
されていました。150年前に起こった戊辰戦争、白虎隊、
そして会津磐梯山を取り入れたリズミカルで胸に迫るよ
　　　　　　　　　　　　　　　　さこいでした。パフ
　　　　　　　　　　　　　　　　ォーマンスの後に、
　　　　　　　　　　　　　　　　私たちもステージに
　　　　　　　　　　　　　　　　立ち、郷人と一緒に
　　　　　　　　　　　　　　　　よさこいを踊りまし
　　　　　　　　　　　　　　　　た。「気持ちいい」「
　　　　　　　　　　　　　　　　もっと踊りたい！」
参加した子ども達の目がキラキラしていました。次に、
丸太切り競争に挑戦。ママや子ども達が参加。入賞者も
ありでした。

　2019年1月27日、京都府最南端の村、南山城村＆木津
スローライフツアーを実施しました。京都駅を出発し、バ
スに揺られて1時半。京都の市街地を過ぎ、南に下り、周り
の景色が徐々に変わり、車窓からは森、川、湖が目に飛び
込んできました。
　まず、向かったのは、南山城村の販売所。そこで、南
山城の特産の原木椎茸をタコの代わりに入れたたこ焼き
「しい玉やき」を紹介していただきました。その後、「根
々庵」という150年以上の古民家のリノベーションを通
じて、地域おこしをしようとされているグループを訪ね
ました。メンバーは建築関係のプロから、茶作りのプロ
まで。皆一様に熱い思いを持っておられました。訪れた
参加者は、茅葺屋根の古民家の細部についての説明に耳
を傾けながら、故郷で見た風景や幼少期の暮らしぶりと
重ね合わせ、興味に深く交流されていました。

　次に向かったのは、
南山城村の公民館。
そこで、「深緑グルー
プ」という地元の婦
人会のメンバーにこ
んにゃくの作り方を
教えて頂きました。
茹でたこんにゃく芋をすり鉢で潰して凝固剤を入れ、型
に入れて固めて、熱湯の中に入れて茹でる。すりつぶす
作業は力仕事で大変でしたが、子どもたち、大人も一緒
に代わる代わる懸命にすりつぶしました。その日は特別
の計らいで、型に入れるだけではなく、思い思いの形に
したこんにゃくも作らせてもらいました。
　待っている間に、原木椎茸を焼きたてをいただき、茹
で上がったばかりのこんにゃくもいただきました。いい
　　　　　　　　　　　匂いで味の濃い原木椎茸、ぷり
　　　　　　　　　　　ぷりのこんにゃく。今まで食べ
　　　　　　　　　　　たことのない茹でたてのこんに
　　　　　　　　　　　ゃくに参加者は大喜び。出来上
　　　　　　　　　　　がったこんにゃくはお土産にい
　　　　　　　　　　　ただきました。

　盛りだくさんの室外イベントの中、寒い中、体を温めて
くれたのは、振舞われた甘酒と、ステージ裏の資料館の中
　　　　　　　　　　　　囲炉裏でした。囲炉裏に当たり
　　　　　　　　　　　　ながら寒くなった足を温め、地
　　　　　　　　　　　　元の人と語り合う、なかなかでき
　　　　　　　　　　　　ない経験だらけでした。
　　　　　　　　　　　　　辺りが暗くなりだすと、「御神
　　　　　　　　　　　　火戴火」が執り行われました。
神社から御神火をいただいた下帯姿の男たちが松明を持ち
集落を走りメインステージで点灯するという行事です。
雪、雪の灯篭、松明、幻想的な光景でし
た。あたりが松明が灯され、真っ暗な
夜空には色とりどりの花火が上がり、
祭りの1日目を華やかに締めくくりま
した。
　南会津の雪多い下郷町で行われた
雪まつり。地元の人が協力して、訪れ
る者をもてなしてくれました。
冬でなかなか人が訪れないことから、
多くの人に冬の大内宿を見ていただこうと始まったお祭り。
今年で33年目だそうです。真っ白な雪景色や幻想的な風景
　　　　　　　　　　の中で、今も変わらない昔懐かしい
　　　　　　　　　　故郷の風景、風習、地元の温かい人
　　　　　　　　　　たちに触れ、心が洗われたような気
　　　　　　　　　　がしました。
　　　　　　　　　　　帰りのバスの中では、それぞれの
　　　　　　　　　　一日を振り返り、思いを共有しなが
　　　　　　　　　　ら最後のひと時を楽しみました。居
　　　　　　　　　　住する場所やそれぞれが立ち向かう
　　　　　　　　　　局面が違っても、私たちは、同郷人
と繋がりを持つことで自分の今いる場所を知ることができ
る。きっとふるさとがわたしたちの羅針盤になっている気
がしました。
「来年は、大内宿に泊まりたい。」数名の参加者からの言
葉。また、雪の大内宿で会えたら。希望が次につながりま
した。

　ランチには、南山城村の道の駅で、村の特産弁当をいた
だいてから、木津の自然農法の茶畑に行きました。目の前
に広がる茶畑は感動もの。空までとても近く感じて、心の
モヤモヤが晴れるような風景でした。果てしなく続く茶畑
。子どもたちは、茶畑の中で自然の迷路で遊び、茶畑を駆
け回り、鬼ごっこも。遊んでいるうちに茶の実を発見。茶
の実拾い、茶の実追っかけゲームなど工夫しながら自然の
中で思い切り遊びました。

　

　最後に、農園のお茶の農家さんから自然農法で作られた
お茶のお話を伺い、お茶の淹れ方のデモンストレーション
をしていただきました。緑茶、抹茶、かぶせ茶、和紅茶、プ
ーアール茶など、お茶の加工方法により違った味わいのあ
るお茶。初めていただくお茶もあり、お茶に対する知識も
広がり興味深い内容でした。
　京都は観光地のイメージが根強くあり、ふるさとののど
かな風景と接点を見出すことが難しいですが、京都府下を
訪ねると、京都にも、海があり、森があり、自然があり、
町も村もあることに気づきます。ふるさとから離れて約8
年目を迎える今、居住地を再発見しながら、心の拠り所を
見つけていくことも必要かと思います。
　今回のツアーで体験したこん
にゃく作り。教えていただいた
深緑会のメンバー数は、高齢化
のため、６名の高齢者のメンバ
ーのみ。これから南山城村の手
作りこんにゃくは継承されるの
でしょうか。場所が違っても、過疎化、高齢化、人口流失、
伝統文化の継承などの地域の課題は共通であることを知る
ツアーもありました。各地域が課題に対してどう向かい合
い、どのようにアプローチしているのか、ふるさとの生活や
課題を照らし合わせながら、避難、居住、移住も含めて、「暮
らす」ということを改めて考えていきたいと思いました。

ふるさととつながろうツアー活動報告避難者交流ツアー活動報告
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京都で働く！！

役立つご案内

福島県からの県外避難者への無料健康相談のご案内

1)町づくりコーディネータの募集

２）事業コーディネーターと地域コミュニケーターの仕事

ふくここラインーその他の相談窓口について

引っ越す方は避難者登録を忘れずに！

福島県では、全国４万人の看護師の団体（一般社団法人日本精神科看護協会）に委託し、福島県外へ避難されている
方へ、心のケアのための訪問を実施しています。看護師などの専門職が、避難先のご自宅を訪問し、心や体の健康相談
をお受けしています。内容は、30分程度、血圧や脈を計ったり、心身の健康相談や生活上の困りごとのヒアリングなど。
継続的なケアの必要とされる方には、数回看護師が訪問の他、近くの医療機関や支援機関などのの案などもしています。
3月末になりますので、お早めにご連絡を！

地域をフィールドにチャレンジしたい。田舎暮らしも仕事も、どちらも楽しみたい。そんな人におすすめしたいのが、南丹
市美山町の町づくりコーディネーターの仕事。京都市内から車で約1時間半ほどの場所です。

あなたが今住んでいる地域で「何かしたい」と思った時、地域住民の願いに寄り添って伴走するのが、事業コーディネー
ターと地域コミュニケーターの仕事です。

「ふくしま心のケアセンター」では、被災された方々の心の専門相談ダイヤル「ふくここライン」を開設しています。避難
生活の不安や誰かに話をしたいときなど、相談してください。専門の相談員が相談に乗ってくれます。ぜひご利用して
みてはいかがですか。

今後、皆さんが、引越しされる際に、避難者登録を忘れずにしてください。避難者登録することで、避難元と避難先か
ら情報を引き続き受け取ることができます。みんなの手のニュースレター始め、他の団体の支援情報も京都府の定期
便で発送することができますので、ぜひ、避難者登録をするようにしてください。今回のニュースレターに避難者登録
の紙を同封しましたので、家族の全員分だけコピーし、必要事項を記載して（４人家族の場合４枚提出が必要です）
近くの市役所、区役所、もしくは支所などに提出してください。住民票を移動される方は、一緒にされると手間が省
かれますね。

0120-357-257  日本精神科看護協会

一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

事業企画・コーディネーター雇用形態契約社員

①事業コーディネーター　②地域コミュニケーター
①嘱託職員②パートタイム職員
公共施設の管理運営業務・活動者へのアドバイザリー・大学生や若者の活動支援・地域の課題
解決に資する事業の企画運営

①月給17万～［経験・スキル等を考慮して面談の上決定します］
②時給900円～1000円（試用期間886円）

・スキルアップのための研修参加などについて補助あり・業務に影響のない範囲での副業可

伏見いきいき市民活動センター・612-8434 京都市伏見区深草加賀屋敷町6-2
下京いきいき市民活動センター・600-8207 京都市下京区上之町38

①週5日 40時間勤務　９時～21時の間でシフト制
・ライフスタイルにあわせて時給での勤務や、週3,４での勤務可能②週2日以上 1日4時間から応相談

コミュニケーションを取ることに前向きであること・市民活動支援経験ないしは自身にイベント経験があるこ
とが望ましいです。・パソコンを一定程度使えるスキル（各種SNSについての知識や、ワード、エクセル、パワー
ポイント）

地域の事業者ならびに住民と共に観光による地域
プロモーションを行う仕事・旅行商品および地域
の営業・WEBや観光情報の収集分析を行いなが
ら観光戦略を立てたり、WEBやSNSによる情報
発信を行う。

※2年目以降に正社員への登用制度あり。
仕事内容 : 事業企画および地域コーディネーター
※地域活動やそもそも美山町自体を売り出してくれる人募集！

174,500円 （通勤距離から算出します。）

住宅手当支給あり（住宅探しのお手伝いもします。）社会保険完備、その他

南丹市美山町安掛下23番地

普通自動車免許を所有している方・パソコンの基本的操作のできるもの（ワー
ド・エクセル・メールソフト）・人が好きで丁寧にコミュニケーションがとれる方
美山町に魅力を感じ、美山町の人たちと一緒に仕事がしたい方　未経験も大歓迎です。

基本8：30～17：30（うち1時間休憩）週40時間（シフト制）
休日・休暇完全週休2日制（シフト制）年末年始休暇  有給休暇  慶弔休暇
産前・産後休暇などあり。

平日8時～17時 2018年11月～2019年3月

024-925-8322

「ご自宅健康相談」のご予約やお問い合わせ先
問い合わせ時間

企業名・団体名

企業名・団体名

募集職種

募集職種

詳細

給与月給 交通費支給

手当など
勤務地

勤務時間＆休暇

応募資格・選考基準

雇用形態

勤務場所

勤務時間

応募資格

お問い合わせ　みんなの手まで  minnanote123@gmail.com

給料

仕事内容

・賞与（業績に応じて）・交通費支給・社会保険完備（所定労働時間以上から）

実施期間

電話
平日　9時～12時 ＆ 13時～17時相談時間
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