
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：4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

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：月額5,000 円（月4回）

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）

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

Workshops
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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Take Free

2020 April

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

4月。春がやってきました。今年は、例年より
桜の開花が早く、春があっという間に駆け抜
ける感じですね。こんな時だからこそ、季節感
を感じながら、日々を大切に生きたいですね。

きのわからキッズランチ無料のお知らせ

みんなの手のオフィスもある「きのわ」では、大人の方1
名ランチのご注文でお子様1名のスペシャルランチを
無料で提供しております。お子様2名様からは半額の
３０0円でご注文いただけます。保護者の方とご同伴の
お子様で、離乳食の赤ちゃんから小学生までが対象で
す。ぜひこの機会にきのわに親子でお出かけください。

きのわで一緒に夕食をいただきながら交流をしましょう！子供の日が近いので一
緒に柏餅作りをします。天気が良ければガーデンテラスで食事をいただきます。

日　時
場　所
参加費
内　容
お申し込み

手作りキッズランチ

炊き込みご飯・照り焼きチキン・サラダ・
フライドポテト・吸い物・フルーツ

みんなの手主催イベント

4月の避難者交流夕食会～柏餅作り～

2020年4月25日（土）17時～
きのわ
大人 1000円　お子様（高校生まで）500円
柏餅作り＆夕食会　
4月20日まで。
参加者名、連絡先、参加人数を明記の上、
minnanote123@gmail.comまで

ファミリールーム・和室・テラス席をご用意しております。
期　間　3月16日～4月末

みんなの手＆きのわの畑で、野菜作りを始めます。これからのシーズ
ン雑草取り＆種まきをします。一緒に畑作業しませんか。土に触れる
とデトックス効果があるそうです。3月末から5月始めまでは畑のオー
ナーが獲った稲荷山のタケノコの直売もあります。参加ご希望の方は
ご連絡ください。日程を調整します。

場 所
お問合わせ

みんなの手＆きのわの畑で畑体験

京阪藤森駅から徒歩20分（藤森駅集合。送迎あります）
みんなの手 西山まで minnanote123@gmail.com

04みんなの手＆きのわの畑で、野菜作りを始めます。これからのシーズ
ン雑草取り＆種まきをします。一緒に畑作業しませんか。土に触れる
とデトックス効果があるそうです。3月末から5月始めまでは畑のオー
ナーが獲った稲荷山のタケノコの直売もあります。参加ご希望の方は

京阪藤森駅から徒歩20分（藤森駅集合。送迎あります）

レギュラーワークショップ

篠笛カ第2
朝ヨーガ不定期

日曜日火曜日 TU
E 水曜日 WED 木曜日 TH

U 金曜日 FR
I月曜日 MON

、
大人英語
（入門 初中級）

第2大人英語
（中上級）

鍼灸マッサージ予約美肌第2
楽ちん抱っこ第3
キッズ英語毎週

4月は自粛のため、おやすみしているワークショップがあります。
予定を変更する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

休 休 ベビーマッサージ休
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活動報告　夕食交流会

それぞれの動きを5秒くらいゆっくりと行い、全部で
5-10回繰り返します。1日に30セットを目安をするこ
とをオススメします。簡単にできる「あいうべ体操」を
して、免疫力アップを図りましょう！！
　これからも時節にあったテーマで夕食交流会をい
たしますので、ぜひご参加ください。
　次は4月25日に開催予定です。　次は4月25日に開催予定です。

　2月29日きのわ（みんなの手オフィス）で夕食交流
会を実施しました。学校の休校が突然決まり、自粛
ムードが高まる中の開催。今後の生活や子どもと向き
合う時間が多くなることで不安を感じておられる方
もおられました。夕食を食べ互いの気持ちを打ち明け
ていくうちに落ち着き、やる気いっぱいでワーク
ショップに臨みました。
　「免疫力アップ」ワークショップはぴったりのテー
マで、お家でも気軽にできる免疫力アップ体操を指導
していただきました。最後に体の矯正施術もしていた
だき、身体と心のリセットができました。
　ここで、先生に教えていただいたセルフケアの中か
ら「あいうべ体操」を紹介します。

1. 大きく口を開けて「あー」
2. しっかりと唇を引いて「いー」
3. タコのように唇を突き出して「うー」
4. 下あごめがけて力いっぱい「べー」　



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

 Column!!  Column!!

「福島訪問レポート」＆「放射能防護学コラム」

　下の表は2020年3月23日現在、コロナ・ウィルス感
染者数が1000人を超えている国々の感染者数と死亡
者数の一覧です。数字は時々刻々変わりますが、世界の
趨勢を理解することは出来るでしょう。　

　この時点での世界の感染者総数は361,510人、死亡
者総数は16,146人で、これまでに起こった感染症
SARS（感染者総数：8,096人、死亡者総数：774人）や
MERS（感染者総数：2,394人、死亡者総数：856人）に
比べると、その猛威ぶりが分かります。
　基本は放射能災害の場合と同じく、「事態を侮らず、
過度に恐れず、理性的に向き合う」ということですが、
私の感じでは日本の場合、爆発的感染が今のところ起
こっていないこともあって、市民も為政者も「事態を
侮っている」傾向が強いように感じます。東京などの
大都会では、感染ルート不明の症例も少なくないの
で、すでに日常生活圏の中にコロナ・ウィルスが蔓延
している可能性があり、いつ「感染大爆発」（オーバー
シュート）が起こってもおかしくないという専門家会
議の警告を重く受け止めましょう。
　私のような80歳になる高齢者は、感染すると高率で
重症化して死に至る恐れもあるので、コロナ・ウィル
スに感染しないように、専門家会議が警告している
「感染クラスターが発生し易い3条件」（①換気の悪い
密閉空間、②人が密集している場所、③近距離での会
話や発声が行われる場所、の3条件が同時に重なる場
所）を気にして生きようと思いますが、どうか若い
人々もさらに緊張感をもって行動してほしいと願わ
ずにはいられません。生きたいように生きられない鬱
屈感、職業生活や日常生活上の不便、経済的な損失な
ど、我慢を強いられる局面ですが、イタリアやスペイ
ンのように医療崩壊を起こさないように。
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新型コロナ・ウィルス感染はパンデミックになりました

国名

中国 

イタリア

アメリカ

スペイン

ドイツ

イラン

フランス

韓国

スイス

イギリス

オランダ

ベルギー

オーストリア

ノルウェー

スウェーデン

ポルトガル

デンマーク

カナダ

マレーシア

ブラジル

オーストラリア

日本

チェコ

感染者数

81,093

63,927

41,511

33,089

23,129

23,049

19,856

8,897

6,652

5,683

4,204

3,401

3,244

2,132

1,906

1,600

1,512

1,430

1,306

1,209

1,098

1,089

1,047

死亡者数

3,270

6,067

499

2,189

93

1,812

860

104

80

281

179

75

16

7

21

14 

13

9

10

18

7

41

0

　前号で「コロナ・ウィルスの方が、①人の体内で増殖
する、②手軽に分析できない、③短期間で死に至るリ
スクがある」という点で、放射能よりも厄介な面があ
ることを説明しました。
　しかし、放射能の方が厄介なこともあります。
　それは、ウィルス騒動は1～2年で鎮静化する可能性
がありますが、被曝の原因物質であるセシウム137の
放射能は、「10分の1に減るのに100年かかる」という
厄介さです。
　福島で生活していて浴びる放射線の量は、除染や放
射能の時間的減衰のために顕著に減ってきました。現
在、福島の人々が市民生活を通じて他の地域の人々に
比べて際立って高い放射線被曝を受けているという
事実は全くありません。私たちが自然界から受ける放
射線の量は地域によってかなり違い、例えば1時間当
たりの自然被曝線量は、東京では0.03～0.08マイクロ
シーベルト、京都では0.05～0.11マイクロシーベル
ト、山口では0.08～0.12マイクロシーベルトという具
合にかなり異なります。福島の日常生活圏での１時間
当たりの放射線被曝は、総じて0.04～0.13マイクロ
シーベルト程度で、市民が日常的に極端に高い放射線
にさらされているなどという事実はありませんが、２
０１１年の福島第一原発事故で放出された放射性物
質が原因で、いまだに場所によっては毎時0.35～0.45
マイクロシーベルトといった相対的に高い放射線レ
ベルの所もありますので、放射線環境をきちんと見立
て、被曝を減らす努力を継続することが大切です。私
たち「福島プロジェクト・チーム」は、要請があれば無
償で現地にうかがって環境放射線の測定を行い、どの
ようにすれば被曝を抑えることが出来るかについて
現実的な方法を提案するボランティア活動を続けて
います。2020年3月の福島調査が70回目に当ります。
　新型コロナ・ウィルスは分からないことだらけで、
死者の数も日に日に増加しています。ウィルスも放射
線も「目に見えない」厄介者ですが、放射線の方は発見
されてすでに125年、いろいろな犠牲の上に多くのこ
とが分かってきましたし、測定技術も格段に進歩して
きました。この科学と技術の力を基礎に、「事態を侮ら

ず、過度に恐れず、理性的に向き合う」姿勢を実践的に
貫くことによって、私たちは、新型コロナ・ウィルスの
ような「得体のしれない厄介者」としてではなく、「素
性の分かった厄介者」として放射線をコントロールす
ることが出来るでしょう。
　先日、アメリカのラジオ局から電話インタビューが
ありましたが、私たちの福島での活動について話す中
で、インタビュアーから「ご自分の被曝については心
配ないのですか？」という質問がありました。70回の
調査を通じて私が浴びた放射線量はせいぜい0.5ミリ
シーベルト程度で、日本人が1年間に自然界から受け
る平均的な被曝線量（2.1ミリシーベルト）の4分の1程
です。(途中、大腸のCTスキャンで15ミリシーベルト
ぐらい浴びたことがありました)。
　海外の人から見ると「福島＝放射能汚染」という既
成観念がいまだに強く残っているようですが、「福島
プロジェクト」としては実態を正しく伝え、被曝防護
の実践的方法を積極的に発信し、185万県民の未来づ
くりをサポートし続けたいと思います。

放射能とコロナ・ウィルス、どっちが厄介？



も多いそうです。織姫さんは、からむし織の熟練者の
高齢の方からその技を伝授されながら、日夜、スキル
アップを目指し作品作りに取り組んでいるそうです。
お話を伺った今年の織姫さんはからむし織の魅了に
惹かれて、関東から来られたそうです。スーパーもコ
ンビニもない昭和村の生活も慣れれば問題はなく、野
菜は地元の方にもらえ、生活面でも支えてくれるので
快適な生活を送っているそうでした。
　織姫交流館を離れて、最後に立ち寄ったのは、昭和を
体感できる廃校「喰丸小学校」でした。訪れると当に昭
和を感じさせる雰囲気のある場所でした。だるまストー

ブ、オルガンが置かれたガ
ランとした教室。教科書が
そのまま机の上に置いて
あり今にも生徒たちが
入ってくるように思える教
室。掲示されている学校
の規則、地図、生徒たちの
描いた絵は廃校前の学校
そのままで、昔懐かしい

工具などについて説明をしてくれました。からむし
は、イラクサ科の多年草で、他にも生産地は数カ所あ
りますが、（主なところは、越後（越後上布・小千谷縮
布））、昭和村は本州における唯一上布原料の産地と
なっているそうです。草の植付けから始まり、からむ
し焼き→垣結い→収穫→浸水→からむし剥ぎ→から
むしひき→乾燥→おうみ（糸をつなぐ作業）→撚りか
け（糸車による作業）→からむし織と、織るまでの工程
が途轍もなく長く、全てに人の手にかかると知ると高
価な理由がわかりました。
　次に、織姫交流館に移動。からむし織の着物、帯、カ
バン、帽子、スカーフなどの製品を見てから、からむし
織を体験しました。職員さんに織り方を教えていただ
きコースター作りに挑戦。張ってある経糸に、緯糸を
左から入れて２回足をふみ、右から入れてまた２回踏
み、糸の張り方を均一にして折り込みます。最初はぎ
こちないものの慣れてくるとやめられなくなるほど
おもしろく、次回は、もっと大きなものを作りたいと
いった声もありました。
　織姫交流館では、織姫の
方と交流された方もいま
した。昭和村では、からむ
し織を学びたい熱い想い
のある方を織姫として募
集して育てています。研
修期間を経た後、昭和村
に移住し、家族を持つ方

Report Report

ふるさととつながろうツアー 2月 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
～昭和村の伝統文化体験と雪国体験～

　2月23日雪まつりに参加するために“からむしの里”
昭和村を訪れました。郡山駅に集合してバスで２時
間。毎回天気に恵まれているみんなの手イベントです
が、今回は、雲行きが怪しく、雨。磐越道を西に向かう
と、次第に雨から雪に変わり、風も強くなり、前日の暖
かさから一転して冬に逆戻り。そんな時に、参加者か
らは、「雪まつりだから、雪が降っているのが天気に恵
まれているということ。雪が降ってきて嬉しい」との
声もあり、雪まつりに雪の日＝いい天気ということで
ツアーはスタートしました。帰還者の方も合流して、
バスの中では、恒例の自己紹介タイム。顔見知りの
方々も初めて出会う方も、話に花を咲かせながら、２
時間バスの旅を楽しみました。
　雪まつり会場に到着すると、強風のために雪まつり

が中止になっているこ
とを知り、予定を変更。
まずは、からむし工芸博
物館を見学することに
しました。からむし織普
及の活動をされて来た
地域おこし協力隊の方
がガイド役でからむし
織の言葉の由来、歴史、

日本の風景にタイムスリップしたかのようでした。
　昭和村を離れ、郡山に向かう途中の通り道で、柳津
名物のあわまんじゅうを皆でいただきました。蒸した
ばかりで温かさが残るふわふわの饅頭。懐かしく思う
人。初めて食べる子供達。ふるさとの味の共有ができ
ました。バスの中では、行きよりもより距離感の近く
なった参加者が昭和村で体験したことを話しながら、
あっという間にツアーが終わりました。
　高齢化率が福島県内２位にも関わらず、村に引っ越
してきた人が転出者より多い「転入超過」となっている
数少ない市町村の１つである昭和村は、2019年に日
本で「最も美しい村」に選ばれました。からむし織とい
う国指定の伝統的工芸品の継承に力を入れていること
やかすみ草の生産量（夏は全国一）が評価されたそうで
す。この村に来てわかったことは、住民が自分の住む村
に誇りをもち、その生活に満足していること。そして、
村にあるものを財産として大切に使っていることでし
た。それがこの村の魅力であると思いました。
　郡山から車で２時間。遠い道のりの昭和村。次回は、
かすみ草の咲く季節に、風通しの良いからむし織の帽
子をかぶりながら、この美しい風景を見に訪れたいと
思います。
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織の言葉の由来、歴史、

　織姫交流館では、織姫の
方と交流された方もいま
した。昭和村では、からむ
し織を学びたい熱い想い
のある方を織姫として募
集して育てています。研
修期間を経た後、昭和村

描いた絵は廃校前の学
そのままで、昔懐か



Report Report

ふるさととつながろうツアー 3月 「そば道場」でふるさととつながる

　自粛ムードの中、3月21日のふるさととつながろう
ツアーは霊山町から川俣町に場所を移し、川俣町でそ
ば打ち体験を通じ、住民と触れ合うことを目的に実施
しました。京都府、滋賀県、兵庫県、三重県から避難・移
住者そして福島の家族合わせて17名が参加されまし
た。そば打ちは初めての参加者がほとんどで、皆、楽し
みにしていた様子。バスの中の恒例の近況報告タイム
ではそば打ちへの思いも話される参加者の方も。開催
が危ぶまれた中、自宅でこもりきりでストレス発散の
目的や彼岸で墓参りを兼ねて帰省された参加者もお
られました。とにかくこのような時だからこそ、前向
きに楽しもうとバスの中では参加者の熱気で盛り上
がっていました。
　バスの窓からは、梅、木蓮、早咲きの桜などが咲いて
いて、ふるさとの春を身近に感じることができまし
た。福島駅から50分。道場に着くと、早速、4つの班に
分かれて川俣町そば研究会の先生の指導のもとそば
打ちを始めました。そば粉をふるい、水を入れて、混ぜ
合わせ、綿棒で伸ばして、適度な幅に切る、といった単
純な作業ですが、それぞれの工程にコツがあります。
先生の指導のもと、それぞれのペースで、楽しみなが
ら、丁寧にそば作りに励みました。そば粉と水を混ぜ
て泥んこ遊びになってしまった子どもチーム。地元の
そば打ち好きお祖父ちゃんと参加のこだわり親子
チーム。物作り大好き家族水入らずチーム。調理師の
お祖父ちゃんと初体験母子の混合チーム。あっという

間に１時間が過ぎていきました。
　できたそばは、熱々のたっぷりのお湯に入れて、
さっと火を通します。水に晒して、汁に薬味のネギと
わさびを入れて、川俣名物の軍鶏（シャモ）の切り身も
一緒にいただきました。シャモは柔らかくて、ハムの
ような味で大人気でした。できたてのそばはチームに
より幅もまちまちで見た目も違いましたが、味わって
みると、そばの香りがほのかにしてどれもそれぞれ美
味い。先生の打ったそばは店屋のそばのように滑ら
か。作り方はシンプルなのに、作りかた次第で味が変
わるそばの奥深さを感じました。
　食後は、川俣町そば研究会の活動内容や震災体験に
ついて伺いました。26年前にそば好きが集まり、結成。
メンバーが月1に集まり技術向上のためにそば打ちを
し、震災前までは、峠の森自然公園で土日祝日そば打
ち体験を行なっていて数千人の参加者がいたそうで
すが、飯館から近いため、震災後は、人も集まらなくな
り、現在は出張ベースでそば打ち体験会を開いている
そうです。今回お世話になった先生方はそば検定の有

段者。多くの方にそばの美味しさを味わってほしいと、
休み返上で私たちを受け入れてくださったそうです。
　町の現状については、「川俣町も頑張っているが、65
歳以上が40パーセント超えて高齢化社会になってい
て、中山間地では農業も大変。シャモが名産だが、12,3
軒だけで生産しているためサイズ的には小規模。復興
事業としてアンスリームという花を生産するように
なったが、南の花なので暖房代がかかり生産性がそれ
ほど上がっていない。最近、山が荒れ放題になり、阿武
隈山系に大企業が復興対策として130メートル直系
の大規模な風力発電の事業を行うという計画がある。
そういうことも大切だとは思うが、環境破壊につなが
るのではないかと危惧している。今の町の現状を見る
と、正直、これからの未来に明るいものがないと感じ
ている。それでも、それなりのことをやるしかないと
思って頑張っている。」と会長さんから伺いました。
　避難区域である山木屋が避難解除になっても、帰還
する人が４割ほど。4月から生徒が卒業してしまい小
学校の休校がすることも伺い、高齢化、過疎化、町の再
生、真の復興について皆で知恵を出しながら共に考え
る必要があると思いました。
　在住者と避難移住者が共に過ごす時間は、互いの立

場を理解し、思いを共有する時間でした。どこに暮ら
そうともふるさと福島に寄せる郷土愛は同じ。そこに
分断はなく、互いを受け入れ励まし合う時間でした。
コロナウイルスの影響に伴う自粛ムードの中、リスク
がありながらも私たちを受け入れ、福島流に私たちを
もてなしてくださったそば研究会の方々。「避難して
いても福島のことを思い出してくれるのは嬉しい。ど
うか元気でやってください」と励ましの言葉をいただ
き、道場を後にしました。
　その後は、福島市の観光スポットのアンナガーデン
を訪れ、山の上から見える景色や異国情緒溢れる雰囲
気を楽しみました。駅に着くまで、1日のツアーの感想
をお聞きすると、皆さんがそば打ちを楽しまれたのが
わかりました。今回のツアーでも良い出会いがあり、
福島県民同士がかけがえのない時間を過ごすことが
できました。川俣町そば研究会の皆様、川俣町産業課
の担当の方、ご協力ありがとうございました。
　ご参加の皆様、次に会える日まで、どうかお元気で。
また福島でお会いしましょう。
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初めてのそば打ち体験
は、奥が深い。川俣の震
災後の大変さも知ること
ができてよかった。アンナ
ガーデンも楽しかった。

そば打ちは初めてで、切ると
きは難しかった。２人の先生
（先生と避難者のお父様）の
もと楽しく体験できた。来年
度も参加したい。

そば打ち体験は切り方が難
しかったけど自分で作った
そばは美味しかった。作った
人によって味が違
うことがわかった。

～もの作り体験を通じて、住民とつながる～



　夕食交流会
7月＆9月＆10月　ADRセミナーも同時開催

12月 クリスマス＆忘年会交流会
 （アンサンブルそよ風出演）

1月 餅つき
 （福島市飯野町より境野米子さんとの交流会）

2月 免疫力アップセミナー

　ニュースレター
2019年4月～2020年3月まで発行
他、つながろうツアーやイベントチラシ発行

　連携事業
いわき市の台風19号の被災者のために避難者の方か
ら集めた救援物資や寄付を届け、NPO法人「ザピープ
ルズ」の救援支援活動をサポート

　避難者交流ツアー

移動距離 702km
　　　　 （京都の南北の距離を２.5往復！）

2019年

8月 夏ツアー  京都府京丹後市
 （平海水浴場 → 伊根の舟屋 → 吉野の里）

10月 秋ツアー 奈良県吉野郡吉野町
 （吉野山を散策）

11月 芋煮会
 （京都府亀岡市七谷川野外活動センター →
 保津川くだり → トロッコ電車乗車）

2020年

2月 雪遊びツアー 滋賀県米原市奥伊吹スキー場

※春を感じる京都ツアーは新型コロナウイルスの感
染拡大防止のため中止。

　報告
　2019年度のふるさととつ
ながろうツアーにご参加いた
だきありがとうございました。
3月29日に予定されていた９
回目のふるさととつながろう
ツアーは、参加者のリスクと新
型コロナウイルス蔓延防止の
ために、中止させていただきま
した。お申込頂いていた方はじ
め、楽しみにしていた皆様、大
変申し訳ございませんでした。

　今年度呼びかけましたいわき市のNPO法人ザピー
プルズの行なっている台風19号支援のために、皆様か
ら、タオル、古着、暖房器具、フォロアマット、寄付など
をいただきました。ありがとうございました。集まっ
た支援物資は送付し、寄付40,000円は振込みました。
皆様のご協力ありがとうございました。

Report Report
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SUN

2019年度を振り返って

　2019年度のみんなの手の事業にご参加いただきあ
りがとうございました！！
　岡山・長野・京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・三重に避難
されている広域避難移住者の皆様はじめ、福島県に居
住されている方々とつながり、互いに支え、励まし、刺激

しながら過ごした１年でした。2020年度もみんな
の手をつなぎ、輪を広げ、これまで以上に結びつきを
深めあいたいと思います。混沌とした中でも、支え合
いながら次のステージに向けて共に歩みたいと思い
ます。これからもみんなの手をよろしくお願いします。

　ふるさととつながろうツアー

移動距離 11,244.2km
　　　　  (日本の国土の長さの２往復！)

7月 いわき市湯本温泉「古滝屋」

8月 耶麻郡猪苗代町「猪苗代湖の自然を守る会」

9月 福島市飯野町「暮らし研究工房」

11月 福島市「如春荘」

12月 いわき市「天空の里」

1月 二本松市東和町「遊雲の里ファーム」

2月 大沼郡昭和村「からむしの里」

3月 伊達郡川俣町「川俣町そば研究会」

※当初10月に予定で3月に延期され実施予定だった
田村郡三春町「野菜とパンのえすぺり」訪問は台風19
号と新型コロナウイルス外出自粛要請のため２回と
も中止。

2019年度の軌跡
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　2019年度のふるさととつ
ながろうツアーにご参加いた
だきありがとうございました。
3月29日に予定されていた９
回目のふるさととつながろう
ツアーは、参加者のリスクと新
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