
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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春の避難者夕食会のお知らせ

お申込方法
申込者のお名前、参加人数、メルアド、携帯番号を
記載の上、メール（minnanote123@gmail.com）
でお申込ください。オプショナルツアーご希望の方
は、メールで希望の旨もご記載ください。

ADR申請に興味がある方に情報を送ります。また次回の勉強会や相談会の
情報を送りますので、興味がある方はみんなの手までご連絡ください。
（詳細は活動報告書を参照ください）

「おとな心に絵本の時間」
絵本は子供のものと思っていたらもったいないかも。春らしい絵本の紹介と、
テーマに沿った5冊の絵本を使っての簡単なワーク。大人ならではの気づき
という「ギフト」を楽しみましょう！

5月13日まで

今年は引越しされた方もいましたが、新生活に慣れましたか。一緒に夕食を食べ
ながら近況報告をしませんか。お時間のある方は、一緒に伏見界隈を探索してみ
ませんか。

避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

4月になりました。春はスタートの季節。大人になる
と進級も進学もなくなり、年度が変わるだけですが、
春だからこそ、今までできなかったことやしたかった
ことにチャレンジしてみるチャンスかもしれません。新
しい生活、新しい日課、新しい自分を一緒にスタート
してみませんか。

日 時

日 時

オプショナルツアー（午後）

2019年5月18日（土）夕食会18時～

参加費
場 所 きのわ　京都市伏見区両替町4-319

伏見桃山城探索（２時間）・酒蔵探索（１時間）
宇治周辺探索～平等院＆宇治市源氏物語
ミュージーアムなど～（３時間）

交流夕食会

大人1500円　子供1000円

4/25日（金）10時～11時半 きのわ
1,500円（1ドリンク付き）
円山サリー 「コタバノヒビキ」絵本セラピスト協会認定・基礎絵本セラピスト

5月より定期的に開催！5月からの日程はお問い合わせください。

内 容

お申込み締切
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ADR申請サポートグループに入りませんか。

きのわのニューワークショップのご案内

ADR 勉強会＆相談会＆夕食会

　2019年3月2日、みんなの手のオフィス＆きのわで、
原発賠償勉強会＆個別相談会を実施しました。申請期間
の締め切りが事故発生から10年で時効になり、ADRセ
ンターが復興予算終了後（2020年あたり）に廃止して
しまう可能性があること。まだ申請している方が対象者
の３割ということなので、早めに申請し、多くの避難者
の方の生活に少しでもプラスになればいいかと考えて急
遽企画したものでした。
　講師は、愛知県被災者支援センター等で震災直後から、
避難者支援に携わり、各地でADR申請に関するセミナー
や個別相談や申請サポートなどを開催して大活躍されて
いる司法書士の林先生をお招きしました。先生による
ADRセンターによる賠償申請の概略の後で、個別相談
をしていただき、避難者の方のケースに合わせたアドバ
イスをいただきました。
　ADRセンターを通じての賠償申請は福島県からの自
主避難者の方（エリアによって難しいエリアはあるよう
ですが）で賠償されている実績が多々あることや領収書
がなくても、物品の写真があれば申請でき、基本的な額
が決められていることもあるなど、これまで知らないこ
とを教えていただきました。また自主避難者の方だけで
なくても、避難地域以外の方にも賠償のことでアドバイ
スをいただき、とても有意義な勉強会＆相談会になりま
した。
　個人相談の待ち時間には、わっぱ飯を中心にした夕食
を食べながら、避難者同士の情報交換や交流が図れたこ
ともプラスでした。

　ADRの申請自体は、所定の用紙に避難に関しての情報
を書き込み、過去に遡って支出費用を書き込むだけですが、
書き方であったり、請求科目がわからない、時間がなくて
できない、記入するのが億劫だという声をお聞きしたので、
有料で、林先生に作成していただけるような申請サポート
も行うことにしました。
　次回のADR勉強会＆相談会6月の予定ですので、興味の
ある方はぜひご参加ください。

申請の流れサポートフロー
みんなの手主催ADR勉強会＆相談会に参加（無料）
　　　　　　　　　　　↓
１)相談後、自分で申請書を作成して手続きをする
ポイント：相談前に疑問点を洗い出して臨むと具体
的なアドバイスをいただけます。
２）相談後、申請手続を依頼する（有料オプション）
①ヒアリング（本人・支出リストや領収書などを持参）
②書類作成（林先生）
③加除修正（林先生と本人）
④さらに修正がある際は電話でのやり取り（林先生と本人）
⑤申請 (本人)

Activ i ty  Repor t

参加費
講 師

場 所
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近畿×東海地方避難者大交流会

Activ i ty  Repor t

　2019年3月16日、大阪駅から京都駅を経由して岡崎ま
での避難者交流バスツアーを実施しました。バスで約２
時間半でしたがバスの旅は快適であっという間でした。
今回は、東海地方の避難者や支援者との交流を図ること
が主な目的でしたが、交流会の後の観光もあり盛りだく
さんの内容でした。
　はじめに、物作り工房のエトセ工房さんを訪れました。
そこでは、東海地方に避難された方はじめ、支援者の方々
が私たちの到着を待っていてくれました。早速炭火で焼
いた五平餅や八丁味噌のけんちん汁をいただきました。
本格コーヒー店のマスターが淹れてくれたこだわりのコ
ーヒーも賞味しました。あいにく雨が途中で降り出すよ
うな天気でしたが、焚き火の周りに集まり暖をとりなが
ら過ごしました。
　エトセ工房の自慢の石窯でそれぞれ思い思いのピザを
作っていただきました。ピザ小屋で天然酵母の生地を伸
ばし、トッピングし、木製のピザピールの上に乗せたピ
　　　　　　　　　　ザを石釜まで運び、注意を払いな
　　　　　　　　　　がら石釜に入れる。ピザが焦げな
　　　　　　　　　　いようにピザを回しながら数分焼
　　　　　　　　　　き、ピザカッターで切って、皆で
　　　　　　　　　　自分のピザをシェア。　互いのピザ
　　　　　　　　　　を食べ比べしながら、話も弾み、
　　　　　　　　　　参加者の距離がどんどん縮まって
　　　　　　　　　　いきました。
　お腹が落ち着き、それぞれがマイクの前で自己紹介を
しました。現在の暮らしのことや取り組みのことを話さ
れる方、避難について話される方、感謝の気持ちを伝え
る方、それぞれのスピーチはユニークで奥深い素晴らし
いものでした。愛知県に移住した声楽家の方が心を込め
て「花は咲く」を歌ってくださり、工房は感動に包まれ
ました。
　数時間の間でしたが、ふるさ
とに似た景色の中でのんびりし
た時間が過ごせたこと、地域を
超えた避難・移住者および支援
者がつながり、今後もつながり続ける一歩になったこと
　　　　　　　　　　　が収穫でした。これが始まりで、
　　　　　　　　　　　次なる再会を約束してエトセ工
　　　　　　　　　　　房を離れました。

　次に、岡崎城に向かいました。岡崎城は徳川家康生誕の
城。そこでは、岡崎の避難者の方のコーディネートのおか
げで、戦国武将に岡崎城を案内していただけました。甲冑
を身にまとった徳川家康公による解説は圧巻。岡崎の良い
思い出になりました。最後は、老舗の八丁味噌工場の見学。
家康公の健康の源と言われた八丁味噌。古くから伝えるこ
だわりの製法についてお聞きしてから味噌蔵も見学できて
、社会科見学のようで興味深かったです。

　今回の交流会は、共催のレスキューストックヤードさん
と愛知県被災者支援センターの方々、エトセ工房さんと愛
知県の避難移住者の方のご協力のおかげで実現しました。
支援団体の方には地元の支援者の方々をつないでいただき
、支援者の方々には会場の段取りや準備をしていただきま
した。そして、避難移住者の方には、観光の段取りや地域
企業との橋渡しをしていただきました。多くの方々のご協
力いただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。このイ
ベントを通じて他の団体との連携の素晴らしさを感じまし
た。ありがとうございました。
　このツアーをもって、2018年度の避難者交流会は終了
しました。2018年度も様々な出会いがありました。みん
なの手で大切にしている「ふるさとで暮らしていたように
暮らす」というテーマで、夏は海、冬は山に出かけ、秋は
いも煮会、そして正月には餅つき交流会を行いました。新
たに、他の支援団体と共催で、他の地域の避難者・支援者
とつながる交流会も行いました。9月には、奈良の「のま
はら」さん（元奈良県被災者の会）とのコラボで、三重県
青蓮寺湖で、奈良、三重、岐阜、大阪、兵庫、京都の避難
者・支援者の合同交流会を実施しました。3月には、愛知
県の「レスキューストックヤード」さんと「愛知県被災者
支援センター」さんとの共催で、近畿＆東海地方の避難者
交流会を実現しました。
　避難移住者の今後を考える上で横のつながりは大切だと
考えています。避難移住者コミュニティが少なくなる中で、
避難・移住者が互いの問題を共有することや気軽に相談で
きることや情報共有ができることが生活の助けになると思
います。そのためにも、多くの避難・移住者と支援者を結
びながらネットワーク作りに励みたいと思っております。

避難者交流ツアー活動報告

第7回「福島で生きる暮らしの蓮笑庵体験」
　2019年3月25日　福島県田村市船引にある「蓮笑庵」
を訪れました。郡山駅からバスで約30分、郡山の街中を
過ぎ森や湖をこえて到着した「蓮笑庵」は、蓮の沼の先に
ある古民家。春とは思えないほど風が強く、まだまだ冬の
気配を感じさせる寒い日、ゆっくりと入り口までに進む
と、「蓮笑庵」のオーナーの渡辺仁子さんが私たちを温か
く明るい声で迎えてくれました。
「蓮笑庵」は、民画家渡辺俊明が美の浄土を願ってつく
った自然豊かなアトリエ。
何気ないくらしの大切さ
を見つめなおし、足元から
の平和について共に学び、
考え、育み合う場になっ
ています。
　到着後、まず、工房とアトリエを案内されました。ゆ
ったりとした敷地内に立つ趣のある建物、それぞれの場
にマッチした俊名先生の作品や美術工芸品の数々、隅々
まで手が行き届いている部屋、そこにいるだけで心が満
たされていくようでした。

　次に、昼の食事をとるために敷地の奥
にある応接空間に案内していただきま
した。参加者で食事をいただく準備を
し、飾りつけ用の笹を外に取りに行き、用意
してあった桜の枝とともに皿に工夫しながら盛りつけま
した。食事は挨拶で始まり、挨拶で終わりました。１回
の食事でも、季節感を取り入れながら美しく盛り付け、感
謝の気持ちでいただく。そんな当たり前のことを丁寧に
行うことは何と気持ちのいいことなのでしょう。そして、
共に時間を共有できる仲間たちがいることもありがたい
ことです。初めて会う参加者同士でも、福島の思い出な
ど話し始めると話が止まりません。
　食事が終わると、子どもたちは広い敷地を走り回り、思
う存分遊びました。木のブランコ、絵本館、敷地の高低差
を楽しみながらの鬼ごっこ。楽しくてしかたがないよう
です。久しぶりに会えたお友達、初めて会う子どもたち、
自然豊かな庭で遊んでいるうちにすぐに打ち解けました。

　食事の後、少しの自由時間を
楽しんだのちに、工房で交流会
が開かれました。参加者の自己
紹介の後、渡辺仁子さんから蓮
笑庵の紹介やこれまでの活動や
思いについてお聞きしました。
　俊明先生が他界された後、妻の仁子さんは、娘さんや親
族たちと協力しながら、「お寺のような場所でありたい」と
願ったご主人の意思を引き継ぎ蓮笑庵を守って来られまし
た。どんな人にも自然の中で温かく迎えられる場所が必要
だと考え、「天からいただいた使命だ」と思い継続している
そうです。俊明先生が逝ってしまったので敷地が荒れてし
まったと言われるのが嫌なので、あの時のままの蓮笑庵で
い続けたいとちゃんとお手入れをしているそうです。
　お話の後は、郡山在住のシンガーによる歌のプレゼント
がありました。郡山在住の支援者の方にまたご縁をつない
　　　　　　　　　　　　でいただきました。私たちのた
　　　　　　　　　　　　めにバンドを再結成して歌って
　　　　　　　　　　　　いただいた歌。つながろうツア
　　　　　　　　　　　　ーの定番の曲の他に、震災がき
　　　　　　　　　　　　っかけで作った曲なども披露し
　　　　　　　　　　　　てもらいました。心のこもった
歌の力に勇気と元気をいただきました。
　福島在住の蓮笑庵さんとご縁で結ばれた私たち。福島を
離れ、それぞれが別の家を持っているけれど、「これから
も繋がり続けられることを嬉しく思う」と仁子さん。そし
て、最後に、「いつでも福島のお家と思って訪ねてきてくだ
さい。来たら、ゴロンと
横になったり、自然と戯
れ絵本を読み、おうちに
いるように好きなように
過ごしてください」との
言葉をいただきました。
　どんなに離れていても、
ふるさとには、私たちを迎えてくれる場所と人がいる。離
れていても、ずっとつながっていれるんだ、、ということ
をまた確信したふるさとへのツアーでした。
　2018年の「ふるさととつながろうツアー」ご参加いただ
きありがとうございました。ご協力いただいた福島県の皆
様、そして、サポートいただいた福島県避難者支援課、ふる
さと交流・相談支援事業事務局のみなさまありがとうござ
いました。
　また、皆様とふるさとふくしまでお会いできるの
を楽しみにしております。

ふるさととつながろうツアー活動報告
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