
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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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Take Free

2020 March

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

久しぶりに降った雪は根雪にならずにすぐに溶け
てしまいました。本格的な寒さを味わうことなく冬
が終わってしまいそうです。次はどんな季節が巡っ
てくるのでしょう。多くの人々に暖かさと希望の
光を届けてくれる春の到来を祈るばかりです。

避難居住者 夕食交流会

今回の夕食会は、自分でわっぱを作ったり、ココロとカラダを整えるワークショッ
プを行います。全ワークショップとも子どもさんも参加できます。楽しくて美味し
いひと時を共に過ごしましょう。

早春を感じさせる梅の名所や琵琶湖の
景色を堪能できるスポットを巡る春の交流ツアーに参加されませんか。

日　　　程
集合・解散
内　　　容

参　加　費
お申込方法

ご　案　内

日　　　程
参　加　費
内　　　容

2020年２月２９日（土）17時～
無料
・オリジナルわっぱ飯作り
（好きな具材で自分わっぱを作りましょう！希望者！）
・ワークショップ
カラダのねじれや歪み直し佐藤式ワーク
（簡単に自分でカラダの捻れや歪みを解消する術を伝授）

お申込方法 参加者名・人数・電話番号・メールアドレスを記載の
上、みんなの手までお申し込みください。

春を感じる京滋ツアー
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避難居住者 交流バスツアー

Repor t

活動報告「雪遊び避難者交流ツアー」

ギリギリまでスキー場で雪遊
びをして、あっという間に京
都駅に到着。雪山とは違った
町の風景に残念がりながら解
散。別れを惜しみながらも再
会を約束してから帰路につき
ました。
　また来年、雪遊びツアーで
お会いできたらいいですね。

ご参加ありがとうございました。

追記　今回の交流ツアーは雪遊び希望の方がほとん
どでしたので、滋賀県の観光巡りはしませんでした。
滋賀の観光を希望の方は、３月に予定している今年度
最後の交流ツアーにご参加ください。滋賀の名所巡り
をいたします。詳細は１ページを参考にしてくださ
い。

　2月8日雪遊びツアーを開催しました。今年は暖冬の
影響で雪が少なく、滋賀県のスキー場で営業している
ところも少なく、予定を変更して福井県の県境近くの
滋賀県米原にある奥伊吹スキー場まで足を運びまし

た。今回も天気に恵
まれ、寒波の影響で
スキー場にも雪が
積もり、新雪が降る
中で雪遊びを楽し
みました。
　東北で雪に慣れ

親しんできた親世代と雪と触れ合うことのなくなっ
た子どもたち。子どもたちが避難移住先でもふるさと
で暮らすように成長していくことができるようと雪
遊びイベントを企画しました。毎年恒例の交流イベン
トになり、今回は、リピーターの参加者に加え、新規参
加者の方もおられ、和気藹々とした雰囲気でツアーは
始まりました。
　スキー場に到着すると、
一面の銀世界を前に喜ぶ子
どもたち。そり遊び、雪だる
ま作り、スキー。思いきり雪
の中で遊び、子どもたちは
すぐに仲良しになり遊びに
夢中。大人の方も自然に触
れ、日頃の生活の忙しさを
忘れてリラックスできたようです。ランチタイムや移
動中は、子育てや日頃の生活について情報交換をされ
たり、子どもたちは歌を歌ったり、ゲームをしたり、寸
暇を惜しみながら遊んでいました。

Take Free景色を堪能できるスポットを巡る春の交流ツアーに参加されませんか。

2020年 3月 14日（土）
京都駅アバンティ前観光バス乗り場　8時　解散　18時半
北野天満宮見学　→　立命館平和ミュージアム見学　→
石山寺（「源氏物語」紫式部ゆかりの寺）梅園鑑賞＆ランチ　
→　琵琶湖博物館　→　雄琴温泉
大人　2000円　子供　1500~1800 円（ランチ代・入浴代）
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。
石山寺では「梅つくし」催事開催中。梅園と盆梅とプラス梅
にちなんだおもてなし（梅のランチ・スイーツ・お茶の提供）を
楽しめます。
琵琶湖博物館は琵琶湖の全てを感じるミュージアム。国内最
大級の淡水生物の水族展示。
雄琴温泉は最澄によって開かれたと伝えられる約1200年の歴
史を持つ由緒ある温泉。



Event   Info

３月のふるさととつながろうツアー

「みんなの学び舎「里山がっこう」でふるさととつながる」

「パンと野菜の直売所から福島の未来を変える」

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

交流ツアーのお申し込み注意事項
年度末のツアーになりますので速やかな精算作業にご
協力いただきますようにお願いいたします。申込後、
交流会の持参品等の詳細をご連絡いたします。

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
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Workshops

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

楽ちん抱っこ第3 大人の食育
(3月19日(木))

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

、
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：3月22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。
日時：第２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）
日時：
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。
日時：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。
日時：第２火曜日９:30～11:00　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）

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）

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：3月19日(木) 10:00～11:30
内容：春のデトックスレシピ
参加費：無料
講師：布施元子
　　 （食育アドバイザー）
要予約
お申し込み締め切り：
3月14日(土)

食育講座豆知識
保温の水筒でできる乾
燥大豆の戻し方
メリット：少量ずつ作れ
る。火を使わない。放っておける
作り方
①保温の水筒を用意し、乾燥大豆を軽く洗います。
②洗った大豆を容量の1/3まで入れ、熱湯を蓋
ギリギリまで入れて蓋をします。
③約半日そのまま置いてください。それで出来上
がり。
夜セットしておけば、翌朝食べれます。水筒に入
れたお湯は捨てずに味噌汁やスープにご活用く
ださい。
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日　　　程
集　　　合
解　　　散
目　的　地
定　　　員
お申込締切

2020年３月２１日（土）
福島駅西口連絡通路前　11:00
福島駅西口バス乗り場　17:30
伊達市霊山町「里山がっこう」
30名（先着順受付）
3月17日

内　容
・「里山がっこう」の取り組みについて伺う
・地元の方との交流・米粉パン作り
・緑の繭を使った物作り・ボルダリングの壁に挑戦！

日　　　程
集　　　合
解　　　散
目　的　地
定　　　員
お申込締切

2020年３月２９日（日）
郡山駅在来線西口改札口 10:15
郡山駅在来線西口改札口 17:00
田村市「えすぺり」
15名（先着順受付）
3月25日

内　容
・「えすぺり」の取り組みに
ついて伺う
・有機栽培の畑＆
ソーラーパネル見学
・人形劇

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。

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。

の取り組みに

美味しいランチをいただきながら、福島の未来を一緒に

お申し込み



 Column!!

食育コラム

～春は体の上部に症状が出やすい～
　春になると何か新しいことを始めたくなりません
か？それは、体の中にやる気や元気をもたらす“陽の
気”がどんどん高まり、エネルギーが蓄積されていく
からです。春は人間も活動的になる季節、高まった気
を発散するのが春の養生法です。
　春は陽の気にともなって血も高ぶるようになり、こ
の時期に起こるアレルギー疾患のひとつ・花粉症も症
状を招く要因とも言えます。なかでも目は『肝』の異常
を表す窓口のため、目の疲れやかゆみなどが起こりや
すくなるのです。

きのわで「大人の食育講座」を担当されている布施さんの
コラムです。
ぜひ皆様のヘルシーライフにご参考にしてください。

☝ポイント②「苦味」でこころと体を鎮める
苦味は体を冷ます食物が多く、体の熱をとり去り、冷
やす作用があるとされています。
オススメ食材☆たらの芽、ふきのとう、たけのこ、う
ど、菜の花など

☝ポイント①「肝」を補う“酸っぱい”食材
酸味のある食材は肝・胆をはじめ、眼や腱の働きを補
います。酸味のもとクエン酸が食べたものをエネル
ギーに変え、老廃物を出す働きもあります。蓄積され
た脂肪を効率よく燃焼！
オススメ食材☆梅干し、酢、かぼす、レモン、りんごなど

布施 元子 (調理師・食育指導士・食育トレーナー・健康管理士・睡眠推進員)
京都市北区在中。10歳男児の母。東日本大震災を体験し『食育』の伝承【食べることは、生きること】を
通して丈夫な身体作りの活動中。ご相談やお問い合わせなどお気軽にご連絡下さい。
TEL: 080-5575-1718  MAIL: mahounorecipe@gmail.com

①菜の花はさっと茹で、
水気を絞る。
②生ハムを2～3枚横に
並べて、その上に①を置
き巻く。
③一口サイズに切る。

④調味料(白味噌1:練りゴマ1:すし酢1(若しく
は酢2:砂糖1)を混ぜ合わせ、③をつけてお召し
上がりください。

レシピのご紹介
～菜の花の生ハム巻き～

　赤ちゃんは酸味と苦味を本能
的に『まずい』と感じ拒否します。
しかし年齢とともに味覚は変化
していくので、少しずつたべさせ

て慣れていくことが大事といえます。
　好き嫌いをなるべく少なくさせたい方は、離
乳食の最初の方に酸味や苦味のある食材を食べ
させた方が、少しでも好き嫌いが少なくなると
も言われています。

乳幼児のいらっしゃる方は
是非とも！

春の薬膳

　皆さんは五節句ってご存知でしょうか？人日(1月7
日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽
(9月9日)が五節句で、古代中国の１年の節目に祝祭を
行う風習がルーツです。もともと奇数は陰陽の「陽」

じんじつ

じょうし たんご しちせき ちょうよう
で、これが重なることで「陰」に転じます。そこで悪い
ことが起こらないようにと厄払いをする行事です。
ひな祭りは桃の花が咲く頃に邪気を祓うので『桃の節
句』と言われています。
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 Column!!

毎日、報道されている新型コロナウイルスについて、
多くの方々が心を痛めているのではないでしょうか？
貴重な情報をいただきましたのでお知らせ致します。

〈材料〉
・ハンカチ、若しくは、手ぬぐい(手ぬぐいの場合は正
方形に切る)
・ゴム、若しくは、ストッキング(5cmくらいに輪切りにし
て両足分で1組の耳にかけるゴムのようなものとする)

①正方形の布を用意
③布の両側から紐を通し

　内側に折る
④出来上がり②布を横に2回折る

若しくはプリーツを作る

　高用量のビタミンＣを摂取することによって新型肺炎の流行
を遅らせ、さらには感染を防ぐことができます。ビタミンＣが持
つ強力な抗ウイルス効果については、医療現場において数十年も
前から活用されてきました。
　症状の緩和は発症の予防には、体の抗酸化力および免疫力を可
能な限り高めておくことが大切です。つまり、ウイルスから攻撃
を受けた時、最も重要になるのは個々の体内環境の質なのです。

アンドリュー・Ｗ・ソウル氏(分子栄養医学ニュースサービスの創設者、ナチュラ
ルヘルスのパイオニア。「国際オーソモレキュラー医学会発信」より抜粋

新型コロナウイルスの予防・症状緩和にはビタミンＣ
～ ビタミンＣはコロナウイルスから体を守る ～

～縫わないマスクの作り方～

パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、
菜の花、キャベツ、じゃがいも、

キウイフルーツ、いちご、レモンなど

生姜、大根、レンコン、
玉ねぎ、ニンニク、唐辛子、

胡椒など

体を温める食材も
積極的に！～ ～

コロナウイルス予防・対策

ビタミンＣが多く
含まれる食材～ ～

Good
News!



か、「３７．５℃以上の発熱が４日間以上続いている」と
かいった条件に合わない人は検査しないというのでは
なく、疑いを持った人が手軽に検査できるよう、民間検
査機関の検査能力も目いっぱい活用して、保険適用で
日本国中広く実施し、感染実態をありのままに確認す
ることこそが、適切な対処方法を実施するうえでも最
も重要なことでしょう。感染の有無について確認も出
来ず、不安を取り残しておいたのでは、そこから不要な
疑心暗鬼が生まれ、デマが発生する危険も生じるで
しょう。「正しく怖がる」ためには、状況を正確に知るこ
とこそが不可欠です。

程度ですが、スウェーデンは世界でも最もラドン濃
度の高い国の一つで、平均で１０８ベクレル/㎥ほど
もあります。ここで、「ベクレル」というのは「放射能
の強さの単位」で、「１秒１発１ベクレル」と覚えま
しょう。つまり、１ベクレルの放射能があると、そこ
では１秒間に１発の割合で放射性物質が放射線を出
しています。
ところが、彼のメールによると、事務所の空気中には

「２０００ベクレル/㎥」を超えるラドンが検出された
というのです。被曝線量に換算すると年間２００ミリ
シーベルト（ｍSv）もの被曝に当たりますが、これは京
都で生活する私の年間自然放射線被曝線量の約１００
倍に当たります。
　これは、床下などから湧き出して事務所に侵入して
くるラドンをシャットアウトする構造上の改良をしな
ければならないでしょうし、気になれば心の安らかさ
のためにも、一度肺の検査を受けた方がいいでしょう
と助言しておきました。
　この１か月は、新型コロナ・ウィルスやラドン・ガス
など、目に見えない曲者に気を病んだ日々でした。

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Person-

nel 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。

「安斎育郎先生」
（立命館大学名誉教授・放射線防護学）の

プロフィール
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スウェーデンから来た驚きのメール
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新型コロナ・ウィルス感染と放射能汚染

　「目に見えない危険なもの」という意味で、「新型コ
ロナ・ウィルス」と「放射性物質」はよく似ています。見
えないものはどこにあるかも分からないから不気味
だし、どう対処したらいいものか、大変戸惑います。
でも、「新型コロナ・ウィルス」の方が「放射性物質」よ
りも厄介な面が少なくとも三つあります。
　第一は、放射性物質の場合は、人の体に入ってから増
殖することは絶対にありませんが、新型コロナ・ウィル
スは人の体の中に入って増殖し、新たに他人を感染さ
せる危険を増すことです。放射性物質はそれぞれの物
質の物理的半減期に従ってだんだん減っていくとと
もに、生物学的半減期に従って体から排出されていき
ます。コロナは「増殖」、放射能は「減衰」です。
　第二は、放射能は割合簡単に測定できますが、新型コ
ロナ・ウィルスは測定がとても厄介なことです。福島で
問題になったセシウム１３７の放射能によって体が
汚染したかどうか調べるには、体の表面なら測定器を
あてがえばすぐに測定できますし、体の中の汚染が心
配な場合には、「ホール・ボディ・カウンター」という装
置に１０分ほど座っているだけで深刻な汚染がある
かどうか、すぐに分かります。
　つまり、感染の有無、汚染の有無の「見える化」の点で
も、新型コロナ・ウィルスは厄介なのです。
　第三に、新型コロナ・ウィルスの場合、肺炎が重体化
すると死に至ることが知られ、とくに高齢者や持病を
持っている人は感染から２週間ぐらいで死に至った
りします。放射能の方は、原爆被爆者とか核燃料施設で
の事故被曝者とか、よほど大量の放射線を一度に被曝
した場合でない限り、そんな短期間で死に至るような
ことはなく、何年～何十年先にガンにかかる危険性が
少し上がるかもしれないといった感じで、あまりピン
とこない程度でしょう。
　このような「正体が見えないもの」については、「正し
く怖がれ」なんて言われてもよく分からないため、デマ
情報に惑わされがちです。
　「デマの深刻さ」は、「事の重大さ」×「情報のあ
いまいさ」に比例するといいます。「感染者

の中には死ぬ人もいる」というコロナ・ウィルスのケー
スは、人のいのちに関わる訳ですから、「事の重大さ」の
点ではピカイチです。また、ウィルスが目に見えなくて
どこが汚染されているのか分からないという点で「あ
いまいさ」も非常に高いうえ、何しろ「新型」だからその
正体が未解明で、ワクチンも治療法も確立していない
ため、いったん感染したら先行きがどうなるか不透明
だという点も「あいまいさ」を高める要因でしょう。

「福島訪問レポート」＆「放射能防護学コラム」

武漢発の新型コロナ・ウィルスによる
肺炎の流行

　したがって、「デマの深刻さ」∝「事の重大さ」×「情報
のあいまいさ」という公式に当てはめてみると、「重大
な問題なのにあいまいさだらけ」という事態は深刻な
デマを生じかねない厄介な事態と言わなければなら
ないでしょう。
　福島原発事故に対処する場合、私たち「福島プロジェ
クト」は、「事態を侮らず、過度に恐れず、理性的に向き
合う」ことが重要だと訴えてきましたし、情報発信者が
とるべき姿勢としては、「隠すな、ウソつくな、過小評価
するな」という姿勢こそが重要だと考えてきましたが、
それは新型コロナ・ウィルスの場合にも全く同じだと
感じています。
しかし、ウィルスの「培養地」の観を呈したダイヤモ

ンド・プリンセス号の場合をとってみても、「事態を侮
らず」という視点は蔑ろにされた感じがしますし、感
染経路不明の感染事例の増大を見るにつけ、「過小評
価するな」という視点も軽視されてきた感がぬぐえま
せん。とりわけ、「自分が感染していないか？」という
疑問を氷解させる一番いい方法は感染の有無を分析
してもらうことですが、それにはPCR検査が有効で
す。PCR検査とは“Polymerase Chain Reaction”
（ポリメラーゼ連鎖反応）と呼ばれる検査で、目的とす
るウィルスを増やしてその有無を目で見て確認で
きるようにする検査法です。「中国湖北省帰り」と

M
IN

N
AN

O
TE

N
EW

SLETTER

March 2020

Iss
ued b

y M
innanote

7

M
IN

N
AN

O
TE

N
EW

SLETTER

March 2020

Issued by Minnanote
6

　新型コロナ問題で右往左往しながら日を過ごして
いたある日、国際平和博物館ネットワークの理事を務
めてもらっているスウェーデンのジェスパー・マグ
ヌッソンさんから「トンデモ・メール」が来ました。彼は
ウプサラ平和博物館の館長を務めていますが、２０１
１年以来彼が使っている事務所の空気中放射性ラド
ン濃度が基準の１０倍を超えていることが分かった
というのです！
　ラドンというのは「ラドン温泉」でおなじみのガス状
の天然放射性物質で、欧米諸国の方が日本よりも高い
濃度を示します。もともとウラン鉱石やトリウム鉱石
などの重い天然の放射性物質から生み出され、そこか
らしみ出してくる放射性物質ですが、ラドンは「不活性
ガス」と呼ばれる気体で、周囲の物質と反応せずに、空
気中をプカプカ浮いて漂っています。これを吸い込む
と肺に放射線被曝を受けることになり、肺がんの発生
率が増えるのではないかと懸念されています。
日本の大気中のラドン濃度は１５～１６ベクレル/㎥
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