
　今年10月に起こった台風19号。その被災地の情報
が伝わってくることは少なってきましたが、まだ、被災
されて不自由な生活をされている方は少なくありませ
ん。福島県いわき市も例外ではなく、床下浸水によりま
だ復旧していない地域があります。

いわき市の状況
　台風直撃後に、被災した住宅は7,000軒、避難者の数
は3,000世帯ほどあったそうです。避難された方の家
のほとんどが床上浸水により自宅に住めなくなりま
した。避難生活が長期に渡り、他に行き場がない方々
が５箇所の避難所にまだ約200名の避難されているそ
うです。
　現在でも、床上浸水で住宅の１階部分が使えず、2階
で生活している方が多くいられそうです。ほとんどが
床上浸水後の住宅の修理待ちです。浸水した床を剥が
し乾かし、状況によっては補修をしていかなければな
らないのに、その作業をする大工さんがいないので
す。大工さん待ちで、自宅の1階にあるキッチンが使え
ないので、料理ができず、温かい食事が取れない状況
だそうです。

あるNPOとの出会い
　「特定非営利活動法人ザ･ピープル」はいわきで社会
活動をされている団体です。台風発生後、地元の被災
者支援に乗り出し、災害ボランティアセンターと連携
して、東日本大震災の救助活動で身につけたノウハウ
とこれまでの活動のリソースをフル活動し被災者の
ニーズにあった支援をしてきました。

ニーズは変化する
　震災当時は、床上浸水の被害にあったうちは、家の
中の掃除をすることやなんとか生活をつなげていく
ことが重要課題でした。支援物資も掃除用品やタオ
ル、生活必需品などが必要でしたが、現在は、避難所に
おられる方の支援と作業待ちの２階居住者に向けて
の支援が必要とされます。

皆様にご協力していただくこと
　今回は、ザ･ピープル吉田さんたちが担当している
いわき市平の北目と好間地区の2階暮らしをされ
ている100世帯の方々を対象に必要なものを
支援させていただくことにいたしました。
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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Take Free

2020 January

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

1月の交流会

新たな年の幕開けです。2020年はどのような年にな
るのでしょう。皆様にとって佳き年となるようにお祈り
いたします。みんなの手は皆さんとのつながりをより深
めることができるように今年もつとめていきたいと思
います。流されことなく、しっかりと一歩一歩歩んでい
きたいですね。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

2020年の新春を祝う交流会を開催します。参
加者一緒に杵で餅をつき、つきたての餅を堪能
しましょう！今年のゲストは、生活評論家で薬
剤師の境野米子さんです。堺野さんは福島の古
民家で自然暮らしを本を多数出版しておりま
す。今年は３部構成で「自然暮らし」ワーク
ショップ＆餅つき＆講演会を行います。

餅つき新年交流会＆境野米子さんのワークショップ＆お話会

雪遊び交流会

2020年1月11日（土）日　程
きのわ　京都市伏見区両替町4-319場　所

大人 1,000円　子供  500円参加費
1月8日申込締切

台風 19号の被害に遭われた方々
への支援協力のお願い

「ふるさとで暮らすに暮らす」とモットーに
避難移住先での交流会を行っています。夏
は海水浴、秋は芋煮会、そして冬といったら
やっぱり雪山。今年も一緒に雪山を楽しみ
ましょう。スキーエリアは雪の状況により決
めさせていただきます。

2月の交流ツアー

2020年2月8日（土）日　程

無料参加費

２階のファミリースペースを解放します。まったり派の方やお子様はそちらでのん
びりとお過ごしください。

交流会の
お申し込み

近畿圏のスキーエリア目的地

参加者名・人数・電話番号・メールアドレスを記載の上、
みんなの手までお申し込みください。
(minnanote123@gmail.com/070-5656-5621)

京都駅7時半集　合 20時半解　散

Activ i ty  Repor t
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2020年の新春を祝う交流会を開催します。参
加者一緒に杵で餅をつき、つきたての餅を堪能
しましょう！今年のゲストは、生活評論家で薬
剤師の境野米子さんです。堺野さんは福島の古

第１部　15 時～17 時 米子先生の「自然暮らし」ワークショップ
　　　　自由参加

野草茶・民間薬・入浴剤・化粧品など自分で作りながら
お金をかけなくてもできる心豊かな暮らしを紹介してい
ただきます。

第２部 17時～19時 餅つき＆ディナー 自由参加
第３部 19時～20時 お話交流会 自由参加
終　了　21 時頃　自由解散

内　容

現在必要なもの
・お湯を注いで食べれるカップラーメンなどの　　　
  インスタント食品
・缶詰
・レトルトパック食品などの簡易食品
・ホットカーペット
・暖房器具
・寄付

支援物資の届け方
・みんなの手に持参していただくかみんなの手まで持参
・着払いでみんなの手に送る
 （送料はみんなの手で負担します）

やっぱり雪山。今年も一緒に雪山を楽しみ

支援物資
612-8082 京都市伏見区両替町4-319
一般社団法人みんなの手　台風19号救援物資係　　

寄付　(寄付はそのままザピープルに送ります)
郵便局　記号　14450 番号　16575831
一般社団法人みんなの手
ゆうちょ銀行　店名 四四八　店番 448
口座番号 1657583

連絡先　担当　西山　
電話　070-5656-5621
メール　 minnanotekyoto@gmail.com

注意事項
・12月30日～1月3日はクローズしておりますので、それ
以外の日に持参もしくは到着するように発送ください。
・ニーズは変わります。なるべく早めのご協力をお願い
いたします。
・送っていただける方はみんなの手まで一報いただけ
ると助かります。

台風19号の被災者の方が暖かい冬を過ごせるように
皆様の善意をお待ちしております。

送り先



Events

M
IN

N
AN

O
TE

N
EW

SLETTER

January 2020

Issued by Minnanote
2

ふるさととつながろうツアー

ふるさととつながろうツアーはふるさとの現状を知っていただくことやふるさとと
の絆を深めていただく目的で実施している事業です。参加する際にかかる交通費
と宿泊費は後日負担させていただいております（上限あり）

～餅つき・雪遊び・地元の人との交流～
日　時  
集　合
目的地
定　員
内　容

2020年 1月 4日（土）
11 時    　解　散  17 時　福島駅西口広場前
二本松市東和町　遊雲の里ファーム
30名
毎年恒例の東和町の有機農家の菅野さんの農家民
宿を訪れます。毎回好評でリピート率が高いツアーで
す。2020年の年明けも菅野さんの民宿で一緒に餅
つきをしましょう。菅野さんや地域の方々の活動につ
いて、全国に離れた避難者同士の情報交換などもし
ましょう。美味しいつきたてのお餅が待っています。

第７回   懐かしいふる里～東和町の農家で過ごすお正月

2020年1月

つながろうツアーの仮申し込み方法
参加者名・人数・電話番号・メールアドレスを記載の上、みんなの手（minnanote123@gmail.com  
070-5656-5621）までお申し込みください。折り返し、申し込み用紙、要項を送りますので、要項を読
んでいただいた後に申込書に記載し返信していただき、申し込み完了となります。

～昭和村の伝統文化体験と雪国体験～

日　時  
集　合
目的地
定　員
内　容

2020年 2月 23日（日）
8 時半　　解　散  17 時　郡山駅東口
大沼郡昭和村
20名
福島県の西部、人口約1200名ほどの山間の村、昭
和村。国内最高級の織物といわれる越後上布や小千
谷縮布の原料となる「からむし」を本州で唯一栽培
しており、からむし織の伝統を600年以上継承して
います。高齢化が進む中で、文化継承には、県外出身
の織姫移住者が一役を買っています。また、夏から
秋までのかすみ草生産量が日本一になりかすみ草
生産者の受け入れも積極的に行なっています。
ツアー当日は年に１度の雪まつり。からむし織雪
ざらしの作業の見学、からむし織の実演などを通
じて伝統文化に触れたいと思います。また雪国な
らではの雪上そり、綱引き、餅つき、豆まきなど村
全体で盛り上がる祭りに一緒に参加して村人との
交流も図ります。

第８回  自然の美しさ、人情の厚さ、文化の豊かさを誇る村を訪ねて
2020年2月

～もの作り体験を通じて「学び舎」を体験～
日　時  
集　合
目的地
定　員
内　容

2020年 3月 21日（土）
11 時    解　散  17 時半　福島駅
伊達市霊山町「里山がっこう」
30名
昭和23年に設立した「石山中学校」が廃校になり、その後引
き継いだニット工場も廃業し、また廃校になった際に、現理
事長の高野さんが奮起して、「夢を育てる場所」として、リ
フォームを開始。平成12年には体験交流施設として、りょ
うぜん里山がっこうを創立させました。その後、米粉パン工
房、米粉ピザづくり、木工体験などの体験活動をつなぐ拠点
となってきました。特に、震災後は、震災後ホットスポット
もあった霊山町の中でも、山に守られ線量も低かった地区
（大石地区）だったので、訪れる人も増え、森林活動や帰還者
の居場所作りなどにも取り組み、人と人をつなぐ「学び舎」
として地域を支えてきました。今回のツアーは里山がっこ
うの運営者の高野さん夫妻からこれまでの活動についての
お話を伺うとともに、米粉ピザ作りやもの作り体験なども
行います。希望者はボルダリングにも挑戦できます。

第９回  みんなの学び舎「里山がっこう」でふるさととつながる
2020年3月

～未来をともに考える座談会～
日　時  
集　合
目的地
内　容

2020年 3月 29日（日）
10:15   解　散  17:00　郡山駅
田村市「エスペリ」　　定　員　15 名
田村市で有機農家として野菜を作り販売していた大河原さ
んご家族。原発事故以降風評被害で農作物が売れなくなり、
自分で測ってちゃんと売りたいと思い、「えすぺり」という
名前でコミュニテイショップをオープン。野菜とパンを販
売しながら、地域のつながりの場の役割も果たしてきまし
た。夢は「2040年に福島の電力を100パーセントソーラー
電気に変えること」。そんな夢を持ちながら、自宅にソー
ラーパネルを設置し、「ソラライズプロジェクト」を立ち上
げ活動中。2019年度最後のツアーは美味しいランチをいた
だきながら、福島の未来を一緒に語りあいたいと思います。
※このツアーは台風19号のために中止になった10月13日
の予定のツアーを一部変更して実施するものです。

第10回  パンと野菜の直売所から福島の未来を変える

2020年3月
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暮らしサポートワークショップ「快適片付け」コラム

　私は、何度か引っ越しをする間に、自分のモノは増
えなくなりましたが、子どもの思い出のモノを手放せ
なくて、困っていました。今は、写真や作品の一部を切
り取り整理することで、子どもの成長を振り返るよい
時間になっています。
　片づけを継続するには、なりたい私の理想の生活を思
い描き、自分に合った片づけ法を知る事が大切になりま
す。ひとりひとり、得意な事も理想も異なります。収納法
も得意な方法と色彩心理を使うと、楽に片づけられます。
　一度立ち止まりライフスタイルを整理してみませ
んか。新たな発見もあり、家族との会話も広がること
でしょう。

　片づけは好きですか？あまり好きではないと答え
る方が多いかと思います。整っているお部屋は落ち着
きますし、欲しい物がすぐ取り出せて、動きやすく安
全性のメリットもあります。家の中は、いろんなモノ
が混在しています。毎日使うモノ、数年に一度、いつか
使うかも、また思い出のモノも、片づけなくてはと気
になっていることが、負のエネルギーを受け続けてい
ることになります。
　片づいたお部屋は、モノの場所がわかり、探す時間や
二度買いも減る物理的な点と、また気持ちにも変化が
表れます。少しでも片づけを実感できたら、小さな成功
体験になり、またがんばろうとやる気がでてきます。
　片づけは、モノの整理から始まります。一つ一つモ
ノと向き合いながら自分に必要なモノを選んでいく
作業は、これからの生き方を考え、選んでいくことで
す。整理が進むと、自分の価値観が明確になり、決断や
行動する力が上っていきます。
　以前、親子片づけワークに参加いただいたお宅に伺
うことがありました。色彩心理の片づけワークでは、
お子さんはモノが手放せないタイプ、お母さんは買い
物大好きタイプでモノが増えてしまう傾向がある方
でした。お子さんのモノが気になり、来春には、友達も
呼べる部屋にしたいと目標を決めました。
　ご自宅では、机周りの片づけを一緒にしました。春
休みで、学校からの持ち帰ったモノもあり、２つのカ
ラーボックスを家用と学校用に分けました。大きな分
類の方がわかりやすいタイプなので、趣味のモノ、本
など種類で分け、ワークで見つけた理想に必要な色の
ラベルを貼り、取り出し易く収納しました。
　リビングからボックスの中が見えないように動か
して、すっきり配置しました。2階には老親の服がその
まま置いてあり、来春にはお子さんの机を2階に置き
たいと、この片づけがきっかけに、2階の部屋も片づけ
のエンジンがかかりました。
　気持ちが動き出したことで、これまでふたをしてい
た過去への思いをモノと一緒に整理し、親子で前に進
むことを選べたのです。
　片づけは、モノを動かすことだけでなく、過去の
モノと向き合い、またこれからの自分の生き方
を見つけだす方法でもあると思います。

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。

 

大人英語
（中上級）

キッズ英語

ベビーマッサージ
篠笛カ

美肌第2 第 2
第 2

鍼灸マッサージ予約 朝ヨーガ不定期

自然整体不定期

楽ちん抱っこ第3 大人の食育第3
グルーデコ第4
キッズ英語毎週
（低学年クラス）

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

ベビーマッサージ第４

、
大人英語
（入門 初中級）

毎週

鍼灸マッサージ＆相談（避難者限定）
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。
日時：毎週  水曜日  15:00～17:00
予約要／参加費:無料／講師:松岡善雄

朝ヨーガ
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！
日時：1月26日(日)　9:30～11:00
(日付はお問い合わせください)
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
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。
第２金曜日・第４金曜日
10:30～13:30
参加費：1000 円（オイル代、アート写真
メールでプレゼント込）
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）

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。
小学校低学年クラス
日時　毎週火曜日 15:45～16:45
受講料：(月4回)毎週木曜日
15:30～16:30
月額5,000 円（月4 回）
小学生高学年クラス
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

篠笛カフェ
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
参加費：500 円
講師：川崎安弥子

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
講師：山田今日子

   　 幸せ美肌になるレッスン
自分を知り、自分にあった美肌作りを目指します。
第２火曜日 ９時半～11時　事前予約要
参加費：1,500円（避難者の方価格）
講師：咲田桃枝（インスピリットメイク）

New 
Workshop

   　快適片づけ
自分に合った片付けの仕方を知り、快適な暮
らし作りのサポート
(不定期) 希望の日程をアレンジ
参加費：無料
講師：中村ちあき（Yua色住環デザイン）

New 
Workshop

   　自然整体（避難者限定）
身体の声を聞きながら、身体の歪みを
改善します。施術後はすっきり！お一
人30分の施術
日時：お問い合わせください
予約要　参加費：無料
講師：川端さち 

New 
Workshop

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。
入門クラス
日時：第１・２・３月曜16:20～17:20
初中級クラス
日時：第１・２・３月曜日15:00～16:10
中上級クラス
日時：毎週木曜日 9:30～10:45
参加費：1,000円
講師：西山祐子

（低学年クラス）

   　大人の食育講座
日時：1月24日（金）10時～11時半
内容：1時間でできる麹作り
味噌や醤油の他に麹も発酵食品です。調味料に
取り入れてヘルシーな生活を送りましょう。普段
は数日かかる麹作りを簡単レ
シピを伝授します。

参加費：無料
講師：布施元子さん
　　 （食育アドバイザー）
要予約
お申し込み締め切り：1月20日(月)

New 
Workshop
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１）自分にあった片付けの仕方を探す
数名で集まり片付けタイプを知り、自分にあった
片付けの仕方を絞る

２）片付けの実践
片付けの進捗状況を報告しあいながら、問題解決
をしながら片付け完了を目指す

３）理想の暮らしさがし
片付いた状態をキープし、自分あった「理想の暮ら
し」を手に入れる

４）なりたい自分作り
片付けを通して見えてくる「なりたい自分」になる

どうしても片付けられない方のお家に訪問して、片付
けをサポート

お申込方法
興味のある方はみんなの手までご連絡ください。ワー
クショップの日程を設定します。

中村ちあき
Yua色住環デザイン
インテリアコーディネー
ター・色彩収納コンサルタ
ントとしてフリーランス
で活動。
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第1回 「片づけは自分探し」



 Column!!  Column!!

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

きのわ
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福島の土はえらいなあ

　2019年12月16日、私たち「福島プロジェクト・
チーム」は、福島市渡利にある保育園の散歩ルートの
放射線レベルを測定しました。保護者や保育者の間
に、10月の台風で土が流されたりして散歩道の放射
線環境に変化が起きたのではないかと心配する向き
があるからです。結果は、同じ場所を測った2019年1
月24日よりもいくぶん放射線レベルが下がってお
り、台風による放射線環境への悪影響は見られません
でした。
　いま、「福島プロジェクト・チーム」は、毎月の福島訪
問を通じて、懸命に農業再興に奮闘する福島の農民た
ちをサポートしています。畑の放射能環境を見立て、
そこで収穫された農作物の放射能汚染の有無を分析
します。
　とても興味深いことは、畑の土に多少の放射能が
残っていても、その放射能がそこで栽培される農作物
には移行して来ないことです。いま福島の土壌に残っ
ている放射性物質は主としてセシウム137で、半減期
は30年、放射能が10分の1に減るのには約100年か
かります。なかなかの厄介者です。しかし、この放射性
物質は福島の土にがっちりと吸着されて水に溶け出
さず、作物には取り込まれません。いったい、なぜ？

経歴 東京生まれ。東京大学工学部原子力工学科
卒業。同大学大学院工学系研究科原子力工学専
門課程博士課程修了工学博士。「放射線管理に
おけるPersonnel Monitoringに伴う不確定さ
の確率論的評価に関する研究」。立命館大学経
済学部教授。「核実験停止を求める国際科学者
フォーラム」に招待される。京都造形芸術大学非
常勤講師として平和学を担当。
現在 立命館大学定年退任、名誉教授。

　福島の土が放射性セシウムを特別に吸着しやすく、
そのため、土に放射能が残っていてもしっかりと土に
つかまってしまっているため、そこで栽培される作物
には移行して来ない原理は分かってきました。
　みなさんは「土には放射能があるが、作物にはあり
ません」と言われた時、「それでもやっぱり気持ち悪
い」と感じて忌避しますか？それとも、「ああ、それな
ら作物を食べることには問題はありませんね」と感じ
て受容しますか？大切な幼児期を二本松で過ごし、こ
よなく福島を愛している科学者である（と自認してい
る）私は断然「後者」ですが、みなさんはどうかしら？

　セシウム原子はプラスの電気を帯びているので、セ
シウムがくっつき易いのは、土の中のマイナスの電気
を帯びている部分です。
土の中でマイナスの電気を帯びているのは、①土の中
に含まれる「有機物」の分子構造の末端部分か、②土の
中に含まれる「粘土鉱物」がマイナスの電気を帯びて
いる場所です。粘土鉱物というのは、粘土を構成する
粒子状の鉱物のことで、ケイ素やアルミニウムなどの
原子が並んで層状の構造になっており、層と層の間に
カリウム原子やマグネシウム原子や水分子が挟み込
まれています。実は、挟み込まれている原子や分子の
種類によって鉱物の種類が決まります。
　福島の土に放射性セシウムがくっつく「くっつき
方」には３つあると言われています。
　第1は、土の中の有機物の分子構造の端っこにある
「反応性の高い原子団」（＝官能基）にくっつく「くっつ
き方」です。また、層構造を持たない土（例えばアロ
フェンとかイモゴライトなど）の場合には、それらの
土が含んでいるマイナスの電荷にセシウムが引き付
けられてくっつきます。しかし、これらの「くっつき
方」はセシウムよりもカルシウムの方がくっつき易
かったり、仮にセシウムがいったんくっついても離れ
易かったりするため、福島の土がセシウムと強い親和
性をもつことを説明できません。
　第2は、スメクタイトのような「層構造をもつ土」の
場合で、層と層の間にセシウムを引き付けるマイナス
の電荷があって、プラスの電荷を帯びたセシウムを取
り込む現象です。しかし、これまたセシウムよりもくっ
つき易いカリウムなどと競合関係にあるので、セシウ
ムだけ選択的にくっつけるという訳にはいきません。
　そこで大事なのが第3の「くっつき方」です。
それは、土に含まれる「雲母類の鉱石物質」や「バーミ
キュライト」や「イライト」と呼ばれる層状物質で、図
に見るように時間とともに風化して末端部が開き、そ
の開いた末端部にあるマイナスの電荷がセシウムを
引き付け、しかも層の中に取り込んで離さなくなると
いう「くっつき方」です。セシウムのプラス電荷が接着
剤の役目を果たすのですね。

安斎育郎先生の「放射線防護学コラム」

畑の土と収穫物の放射能

「フレイド・エッジ・サイト」の役割

このような開いた末端部は「フレイド・エッジ・サイト
（FES, Frayed Edge Site）」と呼ばれますが、frayed
（フレイド）というのは「ボロボロになった」とか「ほつ
れた」とか「すり切れた」という意味です。
　放射性セシウム原子が土壌中で特別に吸着され易
い現象を考える上で、この「層状物質末端のほつれた
部分にあるマイナス電荷」こそが、セシウムを引き付
ける最も重要な原因であると考えられていますが、特
徴的なことは、開いた端っこにくっついたセシウム原
子が層の奥の方に移動して、二度と出られなくなる現
象が起こることです。しかも「くっつき易さ」は、アン
モニウム・イオンやカリウム・イオンよりもセシウム・
イオンの方が圧倒的に強いのです。

　フレイド・エッジ・サイトは放射性セシウムの原子数
は10億倍～1兆倍もあって、セシウム137にとっては
十分すぎる程フレイド・エッジ・サイトがあることにな
ります。これはとても幸いにして、有難いことです。
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さあ、どうする？

フレイド・エッジ・サイト
「安斎育郎先生」のプロフィール
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