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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Take Free

2020 May・June

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

長い自宅での自粛生活が終わり、ようやく学
校や仕事が再開しましたね。商店街などにも
人の賑わいが戻ってきたように思います。
数ヶ月の自粛生活の中で感じたこと、学んだ
こと、発見したことを生かしながら、ポストコ
ロナの生活を共に生きていきましょう！

日　時

場　所
参加費
内　容

お申し込み
お申込方法

みんなの手主催イベント

避難移住者夕食会

2020年7月4日（土）
17時～
きのわ
500円（夕食代）
ワークショップ　防災メニュー実演と体験
1）面倒くさがりの人にも防災時にも役立つ！
（コンロと袋1つでできちゃうご飯や乾物
メニューをご紹介）
講師：布施元子さん（食育アドバイザー）
2）京の和ローソク体験
和蝋燭は蝋（ろう）も芯も全てが植物性原料100パーセント。温かな
オレンジ色の揺らぐ炎の中で心から癒されるそうです。数少ない和
蝋燭職人さんを迎えてお話を聞きながら、和蝋燭体験をします。和蝋
燭のお土産つき。
3）夕食交流タイム
カラダに優しい夕食をいただきます
4）その他
オーガニック野菜や卵、豆腐、グルテンフリースイーツ販売などあり。

7月1日まで。
参加者名、連絡先、参加人数を明記の上、
minnanote123@gmail.comまでメールでお申し込みください。

自宅でできる「セルフケア」コラム

自己免疫力をアップして
コロナウィルスに負けない身体を作ろう!!

固まった身体をゆるめ、
肩こりも自分で治せる体操

片手バンザイ体操

　新型コロナウィルスにより、不安を抱えて過ごさ
れている方が多いのではないでしょうか？
　免疫力が高ければ感染したとしても発症しな
かったり軽症で済む場合が多いのです。

免疫力を高めるには、バランスのとれた食事と質
の良い睡眠、適度な運動が必要です。よく笑う、過度
なストレスを避ける、楽しいこと好きなことをす
る、親しい人とふれあうことなども大切です。今は
制限が多い状況ですが、できることで免疫力を高
めていきましょう。
　今回は、肩こりにも大変効果のある「片手バンザイ
体操」というセルフケアをお伝えします。頬、首、胸、脇
と順番にやさしくふれてゆっくり深呼吸していきま
す。全身の体液循環がよくなるのでポカポカしてきま
す。リラックス効果もあり、就寝前に行うと、ぐっすり
寝られます。またお仕事や家事の合間に椅子に座った
ままでもできます。「さとう式リンパケア　片手バン
ザイ体操」で検索すると、動画も出てきますので参考
にしてください。ご興味もたれたら「さとう式リンパ
ケア」で検索してみてくださいね。他にも簡単にでき
るセルフケアがたくさんあります。

ゆるめる側の頬に反対の手のひらをふわっと置き、ゆ
るめる側の腕をまっすぐ上に挙げる。このとき横から
上げないで前から挙げる。腕を挙げにくい人はできる
範囲で下にタオルなど敷いてもよい。深呼吸３回する。

さとう式リンパケア
公認インストラクター
リンパケアサロン楽楽
柚岡ゆかり 先生
各種講習会、施術を通して、
身体と心がほっこり楽にな
るお手伝いをしています。

伸ばした腕はそのままで、手を首にふわっと置く。深
呼吸３回する。

ポストコロナの注意点
体調のすぐれない方、熱のある方のご参加
はお控えください。カラダに優しい消毒ス
プレーの手の消毒を参加者全員にお願いい
たします。町家なので換気はいいですが、窓
を開けるなどをして換気を徹底します。施
設において特にプラスチック製品のアル
コール消毒をしています。
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伸ばした腕を９０度に曲げる。手は胸にふわっと置
く。深呼吸３回する。
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９０度に曲げた腕の手のひらを外に向けて上に伸ば
す。胸に置いた手は脇に移動。深呼吸３回する。

左右の腕の動かしやすさ、肩のこりを比べてみる。
反対側も同様にする。
左右往復３回くらいする。

防災メニュー実演と和ローソク体験

＃備える＃防災レシピ＃和蝋燭＃癒しの時間



お申し込み
参加ご希望の方は、代表者・メールアドレス・電話番
号・参加者名（大人・子供）を明記の上、みんなの手ま
でメール（minnanote123@gmail.com）でお申し
込みください。詳細をメールで送りますので申込書類
を返信していただいた後に申し込み完了になります。

お申し込み
ワークショップに参加ご希望の方は、みんなの手までメール（minnanote123@gmail.com）でお申し込みください。

Event Report
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ふるさととつながろうツアー

いわきの地元力に触れて学ぶツアー

日　程
集　合
解　散
定　員
参加費

2020年7月25日（土）
いわき駅 8時半　
いわき駅 18時
12名
昼食代（1,000円）

内　容
NPO法人ザピープル訪問・海洋資源
について学ぶ・造船所見学 他

〈 交流 〉
１、避難移住先でつながる！ 
①避難移住者夕食交流会
　年に 4回程度
②避難移住者交流イベント
年に 5回開催　自然体験（夏）・芋煮会（秋）・餅つ
き（冬）・雪遊び（冬）他　

２、ふるさととつながる！
ふるさととつながろうツアー（福島県内で開催）

7 月 25 日・8月 9日・8月 16 日・9月 21 日・
11月 22日・12月 27日・1月 4日・2月 13日・
3月 21日　　10名以下の場合は中止

注意事項　自然災害や自粛要請などにより日程変更
や中止になることもございますのでご了承ください。

〈 サポート＆つながり 〉
１、（常時）電話・ズーム・ライン等での相談＆訪問
皆さんのお困りごとをできる範囲でサポートいた
します。
２、（定期）ニュースレター発行＆お知らせ配信
月に一度ニュースレターをお届けました。届かない
方は HP でもチェックしてください。定期的に役立
つお知らせを配信します。

　自粛のため 4 月中旬から 5 月末までテイクアウ
ト販売や配達など行っていました。避難移住者の
方々にご注文いただいたりおうちまで配達いたし
ました。皆さんの元気な姿を見て元気をいただきま
した。八瀬から枚方まで多くの方々の応援ありがと
うございました。6 月 10 日より通常営業を開始し
ましたので、お近くにお越しの際は、お立ち寄りく
ださい。

きのわから

朝ヨーガ（月に 1回）
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：6月 28日 ( 日 )
　　　　9:30～11:00
参加費：無料
講師 : 松岡善雄
（日本ヨーガ禅道院教導）

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
希望者の肩との調整で開催（ご希望の
方は直接みんなの手までお申し込み
ください）
講師：中村ちあき
　　　（Yua 色住環デザイン）

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（事前予約制）
　　　　15:00～17:00
参加費：無料
講　師：松岡善雄（鍼灸師）

ワークショップ 一部のワークショップが徐々に再開します。

大人の食育講座
「防災時に役立つ袋1つでできるメニュー
実演＆体験」
日　時：7月4日(土)17:00～
　　　　避難者交流会にて開催
参加費：無料
講　師：布施元子さん
　　 　（食育アドバイザー）

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。
初級・入門クラス
日　時：7月6日（月）より
　　　　毎週月曜日
　　　　初級 14:30～15:30
　　　　入門 15:35～16:35
参加費：1,000 円
中上級クラス
日　時：7月 2日（木）
　　　　より毎週木曜日
　　　　9:30～10:30
参加費：1,000 円
講師：西山祐子

7月

＃洋上風力発電＃復興＃いわき＃海洋資源

福島の夏の自然体験ツアー

日　程
集　合
解　散
定　員
参加費
内　容

2020年8月9日（日）
郡山駅 8時半
郡山駅 19時
15名
昼食代（1,000円）
磐梯山・
裏磐梯の自然体験

8月

＃福島の自然に触れる
＃磐梯山＃桧原湖松原キャンプ場

２０２０年度の年度計画
　おかげさまで、福島県の補助金が決定いたしまし
た。加えて個人のサポーターの方のご寄付により今年
度の事業が決定しました！今年度は、これまでの交流
会等も継続しながら、皆さんといろいろなチャネルを
使って皆さんとつながりたいと思っております。今年
度もよろしくお願いします。

朝ヨーガ不定期

快適片付け不定期 大人の食育講座食事会

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毎週 毎週



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」

　２０２０年３月２８～３０日、安斎科学・平和事務
所が主宰する「福島プロジェクト」が第７０回目の調
査を郡山市内で行いました。その後新型コロナウイル
ス感染症の蔓延のために中止することが決まりまし
たが、以来時には、やがて全国からたくさんの保育関
係者が参加して大規模な集会を開くので、子ども連れ
の人などもいることだから、放射線環境が安全だとい
うことをちゃんと測定しておこうということでした。
　気温が０℃ちょいだった郡山には雪が舞い、３月２
９日で桜がちょうど開花しようとしているその時期
だというのに、あいにくの天気でした。下の写真は開
成山大神宮の横を通りながら環境放射線を測定する
様子です。

　郡山市は２０１１年に事故を起こした福島大い原
発からは約６０㎞離れていますから、極端に高いとこ
ろはないにしても、当時の「放射能雲」（プルーム）の通
り道によっては、「ホットスポット」（放射性物質が特
に溜まった場所）になった場所もあります。「福島プロ
ジェクト・チーム」は何度も郡山市内を測定していま
したので、大体の見当はついていましたが、求めがあ
れば「今実際にどうなっているか？」と測定してきち
んと説明するのが私たちの基本姿勢です。ビッ
グ・パレット福島、郡山女子大学、開成山大神
宮、JR郡山駅の東西の広場と南北自由通
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わからないことは調べましょう

路など、気になるところはばっちり測定しました。
ビッグ・パレット周辺は０．05～０．１４マイクロシー
ベルト/時、郡山女子大学～開成山大神宮は0.08～
0.20マイクロシーベルト/時、郡山駅前は0.08～0.14
マイクロシーベルト/時の範囲で、いずれも通行した
り集会を開いたりしても何の問題がないことが確認
できました。
　「分からなくて不安である」というときには、「実際に
調べてみる」に限ります。調べた結果「怖がるようなレ
ベルではない」と分かれば安心暮らせますし、調べた
結果「これは要注意、近づかない方がいい」と分かれ
ば日常生活でもそういうつもりで行動できるでしょう。
　このような基本的なことが出来なくて困っている
のが新型コロナウイルスですね。自分が感染している
のかどうかも簡単には分からないし、身の回りのどこ
にウイルスの汚染があるのかどうかもわからない。こ
れは不安ですし、自分がどう振舞っていいのかも分か
りません。放射能の方は100年以上の歴史があること
もあって、割合簡単に測定できますね。福島で問題に
なっているセシウム137という放射性物質の場合、体
にセシウム１３７が付着したかどうかを調べたけれ
ば、その場所に10秒かそこら検出器をあてがってみれ
ば針の動きや測定器が発する音ですぐにその場で汚
染の有無が分かります。新型コロナはそれが簡単には
分からないのですね。大きな不安の元です。
　私は80歳ですが、80歳以上の人は余り外に出て人
と接触することもないから、感染者に占める80歳以上
の人の割合は10％以下です。それにもかかわらず、院
内感染や家庭内感染で高齢者がいったん感染すると、
死亡者に占める割合は40％ぐらいにも達します。志村
けんさんはそんなに高齢者ではなかったし、岡江久美
子さんはまだ63歳の若さでした。ましてや私のような
80翁ともなれば、「感染したらやばい」と思うのです
が、放射能の場合ほど敵の居場所が分からないので、
ひたすら閉じこもって人との接触を断つ生活に隠遁
しがちです。私は結構気の多い人なので、絵を描いた
り、自然観察をしたり、家の壁塗りをしたり（先日は現
代版鳥獣戯画の絵を描きました）、本を読んだり、ウェ
ブ会議に加わったり……、と寂しがっている暇もあり

ませんが、そういう過ごし方の出来ない人もいてイラ
イラが募ったり、家庭内の雰囲気も険悪化したりする
ケースもあるかもしれません。放射線の場合なら、実
態を調べた上で「放射線防護学の基本４原則」（＝①放
射性物質を生活圏から取り除〈除染〉、②放射線と体の
間に遮蔽物を置く〈遮蔽〉、③放射性物質から距離をと
る〈距離〉、④放射線が高い場所に長いしまし〈時間〉）
を実践すれば着実に危険から免れることが出来ます
が、これは放射線の場合には測定器の進歩でかなりの
程度「見える化」「聞ける化」が出来るようになったせ
いです。
　新型コロナがまだこれが容易ではないのですね。
洗った手には本当にウイルスはもうついていないの
か、ドアノブにシュッとアルコールを噴霧するとウイ
ルスは本当に不活性化するのか、スーパーに行ったり
電車に乗ったりした靴の裏にはウイルスはいないの
か……、気にし始めると大変です。科学者、技術者の努
力で目に見えない放射線を感覚でとらえられるよう
になったことは、なんと有難いことでしょう。今度の
コロナ騒動で、そのことを身にしみて感じたのではな
いでしょうか。

「隠すな、ウソつくな、過小評価するな」
「事態を侮らず、過度に恐れず、理性的に向き合う」

雪の中郡山市内の放射線を測りました

　だから政府や行政機関には、私たちに代わって事態
を科学的に把握し、包み隠さずに公表し、安易にいの
ちと経済を天秤にかけることなく、対策の理性的な筋
道を指し示してもらいたいものです。この人類史的騒
動の裏にあるべきものは「科学ファースト」の考え方
であって、「政治ファースト」「経済ファースト」「人気
ファースト」ではないでしょう。新型コロナウイルス
の素性を正確に知るのも科学、薬やワクチンを開発す
るの科学、社会的にとった感染拡大防護策や中小企業
救済策が有効だったかどうかを調べるのも科学です。
　９年前の福島原発事故がもたらした最大の不幸は、
「信の崩壊」でした。警告されていた津波の危険に対
応し切れなかった大企業、原発に安全許可を与えてい
た行政当局、事故後も安全を吹聴していた専門家たち

……、「信の崩壊」は容易には修復されません。
　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を見るにつ
け、原発事故の愚を繰り返すことなく、利害関係に毒
されない科学者たちが「隠すな、ウソつくな、過小評価
するな」の原則をしっかり認識し、事態と真正面から
取り組むことが必要です。非常事態であればこそ、大
胆な政策を実行し、医療の実践や、医学・薬学研究に必
要な財源が投入されるべきでしょう。それはマスクを
２枚ずつ配布する政策よりも緊急で重要なことのよ
うに思われます。ちょっと長丁場になりそうなウイル
スとの闘いですが、忍耐力と創造力を組み合わせ、実
態をしっかり監視しながら、「生きる」という行為の中
にはこういう経験もあるのだ覚悟を決めて、さあ、
ちょっと背伸びして水平線に目を向けてみましょうか。
　私はコロナと闘いつつも、来年１０年目を迎える福
島原発事故の意味をくりかえし問い直しながら、被災
者たちのこえに耳を傾け、「福島プロジェクト」を続け
ていくつもりです。

最終回



《材料》
米2合
鯖水煮缶1缶(200g)
生姜30g
万能ネギ(お好みで)
水(缶汁と合わせて2合の目盛りまで)
調味料(塩小さじ2/3、醤油大さじ1、酒大さじ1)

《作り方》
1、お米を洗う。鯖缶は身と缶汁を分けとく。
　生姜は千切り。万能ネギは小口切り。
2、洗ったお米を炊飯器に入れ、調味料と缶汁を入れ、
　目盛りのところま水を入れ軽くかき混ぜる。
　鯖の身と生姜を入れる。
3、炊き上がったら、全体に身が混ざるようにする。
　器に盛り、お好みで万能ネギを散らす。完成‼
※鯖缶は良質なたんぱく質が摂れます。また骨ごと
食べれるので栄養面からもオススメ。様々なお料理
にはもちろんのこと、備蓄食や防災食にもご活用頂
けます。

～ちょい足し食材　“しそ”と“らっきょう”～
しそ
▶神経の興奮を鎮める作用があり。胸の不快感、のどの詰
まり感に有効。「しそ味噌汁」美味しいです。(しそに熱湯を
注ぐだけのしその葉茶もリラックスできます)
らっきょう
▶胃腸の働きを高めて消化を促進。吐き気や胃の不快
感、下痢などにも効果大。
お食事の中に、オススメ食材を是非ちょい足してみて
ください。

 Column!!  Column!!

食育コラム ～食べることから学ぶ～

「快眠と免疫力アップのカギは腸内環境」

　皆さん、こんにちは。自宅待機や自粛生活が続いて
いる中、いかがお過ごしでしょうか？これまで毎日決
まった生活リズムが崩れると、体内時計が乱れ、睡眠
不足や食欲低下、活力の低下、うつ気分など心身の不
調が現れやすくなります。今、求められることの一つ
として『睡眠の質』があげられます。この睡眠にとても
関係しているのが腸内環境です。そこで今回は、睡眠
の効果とより良い腸内環境を整える食材などお伝え
していきます。ご自身の腸内環境がわかる「腸内診断
リスト」で、まずは確認してみませんか？腸内環境を
整える事は快眠や免疫力アップにも繋がるカギです。

　身体は安静にするだけでも回復出来ますが、脳は睡
眠をとらなければなりません。特に大脳が発達した人
間は、その回復に沢山の時間を要します。そのために
人生の約1/3は眠りに費やしています。
　睡眠時間を世界各国で比較した調査では、日本人が
最も短いという結果でした。

睡眠の効果
◯身体と脳の疲労回復　◯記憶の整理&定着
◯脳に溜まった老廃物を除去
◯心の病気を予防、ストレスを癒す
◯ホルモンバランスを整える　◯新陳代謝 を活発に
◯成長ホルモンを分泌　◯免疫力をアップ
◯肥満を予防
◯生活習慣病を予防も短いという結果でした。

食事の時間を決める
▶3食規則正しく食事をすると、1日のリズムも整い
やすくなる。
朝ご飯には、たんぱく質をしっかり
▶体温を上昇させ身体を目覚めさせる。
▶夜、眠りを誘うメラトニンの材料となる。
腸内環境を整える食生活を
▶腸が脳に働けかけて健康的な身体のリズムを導
くことで、眠りにも良い影響が。
▶善玉菌を増やし、働きを助ける栄養素(乳酸菌・食
物繊維・オリゴ糖)や食品(漬物・ヨーグルトなどの発
酵食品、野菜・果物・海藻・穀物、大豆製品・蜂蜜など)
を意識して。

眠りに関係するホルモンは時間帯に応じて分泌される
“メラトニン(眠りのホルモン)”
▶夜になって暗くなると分泌され、睡眠を誘発する。
▶夜間の光はメラトニンの分泌を減らしてしまう。

“成長ホルモン(回復のホルモン)”
▶眠りに入った直後の深い睡眠時に集中して分泌
される。
▶細胞の新陳代謝や組織の修復を高める役割がある。

“コルチゾール(目覚めのホルモン)”
▶目覚めの準備に伴い、起床前に量が増える。
▶副腎から分泌され、ストレス対応する働きがあり。

◯生活習慣病を予防も短いという結果でした。

快眠は朝から始まっている！
◯起床時間で眠たくなる時間もおおよそ決まってくる。
(起床から15～16時間程度で眠りを誘うメラトニン
が放出され、徐々に眠たくなっていく)

◯日中の食事や適度な運動、夜の入浴などにより上昇
した体温が下がっていくことで深い睡眠が得られる。
(朝日を浴びて体内時計を正常化する)

◯就寝時間に向かって、覚醒しない環境づくりも大
切。(就寝の2～3時間前に入浴し体温を上げておくと、
ちょうど入眠しやすい状態になりやすい)なぜ眠るの？快眠力で健康寿命

快眠をサポートする食生活

サバ缶ご飯
簡単レシピとオススメ食材

布施 元子 先生 プロフィール
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。
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当てはまるものに  　してください
ファーストフードをよく利用する
和食より洋食の方が好き
いも類や豆類、海藻をあまり食べない
肉は好きだが、野菜はあまり食べない
主食のご飯やパンは食べないことが多い
朝は忙しいので、ダイエットを兼ねて朝食を抜く
ことが多い
お酒を飲みに行くことが多い
翌朝までお酒が残っていることがよくある
肌荒れ、吹き出物で悩んでいる
最近、疲れやすくなった
頭痛や肩こりに悩んでいる
すぐ風邪をひいて寝込んでしまう
運動はあまりしない
夜型人間で、夜更かしすることが多い
緊張したり、イライラしやすい方だ
口臭や体臭が気になりだした
歯を磨くとき「オエッ」となる
便秘になりやすく、トイレが長い
便意を我慢することがよくある

4個以下　 腸内環境は良好‼
5～12個 危険信号。悪玉菌が腸内環境で増殖し
始めている。もう一度、生活習慣を見直す必要アリ。
13個以上 あなたの腸はかなり老化が進んでいます。
腸内環境の改善をしないと将来深刻な病気を招くことに。

腸内診断チェック

診断
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