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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

猛暑が続いていますが、皆様お変わりありませ
んか。変化の多い毎日の中でストレスを感じて
おられないですか？このような時勢でも自分軸
で生きられるようにココロとカラダを整えてみ
ませんか。秋の交流会は、「ココロとカラダ」に
フォーカスして企画しました。気軽にご参加く
ださい。またズーム等での相談も受付中で
す！！

お申し込み締め切り　9月１日（火）

みんなの夕食会スケジュール

第2回みんなの夕食会

日　時
内　容

参加費
場　所

2020年9月5日（土）15時～
大人の実践食育講座「麹を使ったヘルシー時短レシピ」
&能の楽しみ方ワークショップ&夕食交流会
500円
きのわ＆みんなの手オフィス（京都市伏見区両替町
4-319　京阪伏見桃山徒歩2分）

第3回みんなの夕食会
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食育コラムでおなじみの布施先生の食育講座や能楽師シテ方　観世流で重要無
形文化財（総合）に認定を受賞された松井美樹先生による能の楽しみ方のレク
チャーと能の体験ワークショップを開催

お申し込み締め切り　10月６日（火）

日　時
内　容

参加費
場　所

2020年10月10日（土）15時半～（途中からの参加も可）
リラックスのための食のお話＆リラクゼーションワークショップ
＆夕食交流会
500円
きのわ＆みんなの手オフィス

「ココロとカラダのリラクゼーション」をテーマにワークショップを行います。
リラックスするための食のお話を聞き、カラダに優しい夕食をいただき、リラク
ゼーションワークショップを受け、ココロもカラダもリフレッシュ！ 09

Take Free

2020 September

　前回に、膠原病になり、大阪の八尾市にある甲田医院
で断食をしたことを書きました。甲田光雄医師の診察
を受け「治るよ」と言ってくださったことが何よりもう
れしく、励みになりました。私の場合は、１週間の断食
と決められました。男性は１週間の断食は普通ですが、
女性の場合は３日、５日など、１週間の断食は私だけで
した（太っていたからかな？）。最初の３日間は５分か
ゆに豆腐半丁、青汁。次の３日間は豆腐や青汁なしで３
分かゆのみ。そして、１週間のおすまし汁断食。その断
食が終わると、また３分かゆ、そして５分かゆに、豆腐
半丁、青汁の食事で終了です。それを何度も繰り返しま
す。甲田医院はガンや難病の方ばかり２０人ほどが入
院されていましたが、何カ月も入院しているつわもの
ぞろい。私のような短期の患者はいませんでした。食事
以外の時間は、西式の体操をします。ただ、私は、本当に
よく寝ました。寝ても寝ても眠かったことが思い出さ
れます。
　毎朝、７時に甲田先生の講話が始まります。１時間の
講話は、仰天のことばかりでした。「食べるよりも出す
ことが大事」「宿便を出す」「一日に水２ℓを飲むことが
必要」「夜１０時過ぎたら、免疫力はグンと下がる」な
ど。美味しいものが大好きで、コーヒーは飲んでも水は
飲まず、夜更かしばかりの毎日を反省させられました。
本当に玄米や断食で難病が治るのか、その時は半信半
疑でしたが、教えをしっかり実行しないと判断できま
せんから、人体実験のつもりでメモを取りながら日々
過ごしました。
　断食中は、激しい運動は控えるように言われました
が、歩くことは推奨されました。普段は空腹の苦しさを
あまり感じないのですが、八尾の街中を２時間くらい
歩くと、パン屋、蕎麦屋、鰻屋から流れてくる何とも言
えない匂いに空腹が身にしみました。女性週刊誌など
でダイエットに「プチ断食」が効果的などと、紹介され

ているようですが、断食すると、餓鬼状態になるわけ
で、断食後にガツガツ食べていることに気づかされま
した。案の定、断食しても体重は大して減らず、断食後
には逆に体重が増えてきました。人間の食欲を制御す
る難しさも実感しました。しかし、１か月後の退院時に
は、膨れ上がり何一つできなかった両手が元に戻って
いました。

　最初の断食は、おすまし断
食です。食事の代わりに、干
しシイタケと昆布で作った
おすまし汁を飲みます。空腹
感、脱力感が出ないなど、体
の負担が減り、断食がスムー
ズにでき、失敗が少ないと言
われています。

１日分材料：昆布20g、干しシ
イタケ20g、水6カップ、醤油
30g、黒砂糖または蜂蜜30g
作り方：①鍋に水、昆布、干し
シイタケを入れ、約４時間おく。②加熱し、沸騰したら
弱火にし、昆布を取り出し、しばらく煮出し、火を止め、
シイタケを取り出し、醤油を加える。黒砂糖は汁に入れ
てもよいが、別に食べてもよい。

境野 米子 （さかいの こめこ）　先生
生活評論家・薬剤師
1948年 群馬県前橋市に生まれる。
千葉大学 薬学部卒。
著書は最新では「無塩の養生食」創森社（2020年）
他多数

交流芋煮会
日　時

集　合
場　所

2020年11月1日（日）（詳細は次号のニュースレターもしくは
ホームページで）
京都駅　8時　解散　20時
奈良県（予定）　　内　容　河原で芋煮会

関西避難者交流ツアー

夕食会や交流ツアーお申し込み
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。



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。

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：9月 27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。

心を美しくする幸せメイク
～リニューアル！～
「心と顔を整えることで幸せになるコツをお教
えします」
日　時：第二火曜日
　　　　9時半～11時
参加費：無料
講　師：咲田桃枝
（インスピリットメイク代表）

楽しく身につく大人の英語クラス
子供から大人まで英語を
学びたい人集まれ！大人
の集中クラススタート！！

大人の初級集中クラス
日　時：毎週月曜日
　　　　14:30~16:30
参加費：1,500円

中上級クラス
日　時：毎週木曜日　9:30~10:30
参加費：1,000 円

小学生クラス
日　時：毎週火曜日　15:45~16:45
参加費：1,000 円
プライベート・オンラインクラス受付中 !!

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
（初級集中）

第 2大人英語
（中上級）

鍼灸マッサージ予約毎週 小学生英語

幸せメイク
毎週
第二

毎週

あがりました。沖に出ると白浜のシンボルの円月島が
目の前に。島の中央の海蝕洞がよく見えそのダイナ
ミックな様を観察することができました。
　とうとうお待ちかねの白浜での海水浴。皆で重い荷
物を手分けして運び、岩場近くにテントを立て、まずは
地元和歌山の赤と黄色のスイカをいただきました。そ
れから、海に足を浸し、風景を眺め、リラックスした
り、海水浴をしたり、シュノーケリングをして魚を見た
り、網で魚を追いかけたり、足湯巡りをしたり、、それ
ぞれが思い思いの気持ちのいい時間を過ごしました。
　楽しい時間はあっという間に過ぎて、バスに戻り、
最後に、万葉の昔から唯一残っている歴史ある湯壺で
太平洋が間近に迫る露店風呂「崎の湯」に立ち寄りま
した。波のしぶきを感じることもできる露天風呂。開
放感に皆の気持ちもほぐれて最高の時間を過ごすこ
とができました。
　毎年夏に訪れていた京丹後の日本海の浜辺。今年
は、太平洋に面する和歌山県を訪れました。太平洋を
見たことがなかったり、もしくは馴染みのない子ども
たちに太平洋はどのように映ったのでしょうか。太平
洋を目の前にした大人の参加者の方々。ふるさとの海
が頭によぎったのではないでしょうか。ふるさとから
離れていても、海はつながっていて、この海がふるさ
との海にもつながっていると思うと心が和みます。子
どもたちの成長を一緒に見守りながら、ふるさとを共
にする仲間たちと一緒に時間をすごせることが嬉し
く思います。同じ風景を見て感動したり、美味しいも
のをいただいたり、互いの近況を語り合ったり、そん
な時間がそれぞれの生きづらさを解消してくれるの
ではないでしょうか。また皆様にお会い出来るのを楽
しみにしています。ご参加いただきありがとうござい
ました。

Event Info Report

活動報告　避難者交流ツアー和歌山県南紀白浜

　8月1日　避難者交流ツアーに和歌山県南紀白浜に
出かけました。幼児さんから大人の方まで、楽しみに
していた白浜ツアー。お天気が心配されましたが、前
日に梅雨が上がり、当日は天気に恵まれ、バスの中で

はワクワクムー
ド。仲間たちとの
久しぶりの再会。
笑顔あふれるス
タートでした。8時
に京都をスタート
して、和歌山には
予定通り、10時過
ぎに到着し、まず
は、千畳敷の海岸

にそそり立つ断崖「三段壁」を見学しました。風光明媚
な展望台から眺めを楽しみ、その後、熊野水軍の船隠
しの洞窟だったとされる三段壁洞窟も見学しました。
地底36メートルの洞窟内は涼しく暑さから一休み。地
層に波状のあとが記された天井岩盤や潮吹き岩など
を見学して、パワースポット「牟褸大弁財天」に参拝
し、源平合戦において活躍した熊野水軍についても知
識を深めることができました。バスはフィッシャーマ
ンズワーフへ。そこで海の幸のランチを美味しくいた
だきました。
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「天に栄える村」天栄村の黄金ツアー

天栄村の歴史や米作りについて学び、縄文時代の暮ら
しに触れ、自然や癒しを体験するツアーです。

ふるさととつながろうツアー

2020年9月21日（日）
郡山駅西口在来線改札口　8時半
同上　19時

2020年11月22日（日）
郡山駅西口在来線改札口　8時半
同上　19時半

　食後に白浜の臨海浦に向かいました。そこで海底観
光船（グラスボート）にに乗車して海の上にぽっかり
浮かぶ円月島へ。グラスボートとは、底がグラスに
なっていて海の中を覗くことができる船のこと。２人
１組で向かい合いながら船底を覗きました。大小たく
さんの魚が泳いでいるのを間近に見ることができま
した。「わー魚！！」「泳いでる。泳いでる！」と歓声が

歴史と心と向き合う会津ツアー

会津の歴史や会津藩の教育について学び、座禅体験等
を通じて自分と見つめ合うことをテーマにしたツアー

お申込み お申込みに関しては別紙参照ください。

第五回

2020年12月28日（月）
郡山駅西口在来線改札口　8時半
同上　19時

「環境に優しい生き方を学ぶ」三春ツアー

放射線や福島の環境の現状や持続可能な環境作りに
ついて学び自然酒作りしている酒蔵「仁井田本家」を
再訪ツアー

第六回

第四回



Report Report

　8月10日、ふるさととつながろうツアーで、裏磐梯
の桧原湖の松原キャンプ場に行き、自然体験活動をし
ました。当日は朝から雨が降りしきっていました。郡
山駅に集合した時には、曇りになり、天気が何とか持
ちそうなのではないかと期待しながら出発。バスの中
でのいつもの自己紹介の時には、各自楽しみしている
ことを発表。多くが桧原湖でのカヌーや湖水浴を楽し
みにしているとのことでした。
　磐越道を通り、磐梯山を見ながら、森林を通り抜け、
桧原湖に到着！　桧原湖岸で待っているとキャンプ
場のスタッフがボートで迎えに来てくれました。桧原
湖を軽快なスピードで風を切りながら目的地のキャ
ンプ場へ。ボートで行くキャンプ場。ミステリアスな
感じ。この演出が参加者のテンションを上げて皆幸せ
モードに。数分後、キャンプ場に到着。そこで地元の

ネーチャーガ
イドの土屋さ
んに対面しま
した。土屋さん
は地元出身で
農業を営み、東
京から移住さ
れた奥さん共
に森のようち

えんを運営されています。ネーチャーガイドもお手の
物。地元の良さを多くの方々に知ってもらおうと発信
しています。
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ふるさととつながろうツアー活動報告

　まずは、広場に集まり、１日のスケジュールに関し
ての説明。のちに雨になるとの予想から、まずはカ
ヌーに乗ることになり、皆ライフジャケットに着替え
準備完了。2人１組になり前には子どもたち、後ろには
大人が乗りスタンバイ。まずはカヌーの乗り方の説明
を聞き、湖岸で練習。練習時間が終わると本番。お遊び
だと思ったら大間違い。1時間のツアーだと知り、無事
に帰ってこれるのか不安がよぎりながらもカヌーツ
アーへ出発！

　次第に慣れてくると桧原湖の景色を見る余裕も出
てきました。ペア同士互いに声をかけながら、仲間た
ちを互いに励ましあいながら、たまに流れに流され思
わぬ方向へ行くことも。でも、ちゃんとリカバリーし
て皆連なって、湖の真ん中へ。土屋さんがそこで私た
ちをストップ。流れないように、互いのパドルを握り
ながら、湖に浮かぶ私たち。そこで、私たちは磐梯山を
見ながら、桧原湖の歴史について伺いました。
　磐梯山は1888年、峰の一つが噴火により崩壊して
消滅しました。そして、岩屑雪崩が流れ下り３つの集
落が埋没そうです。そして、土石流に川がせき止めら
れ、桧原湖、小野川湖、秋元湖等300余りの小沼群が生
まれたそうです。水没してしまった桧原村ですが、被

害にあった村人の子孫たちがこの地を風光明媚な観
光地へと発展させてこられたということでした。裏磐
梯において災害を乗り越え人々の力で復興発展した
きた様を聞き、勇気付けられました。
　話が終わり、感動を覚えながら岸に戻るためにと方
向転換。行きは流れに乗って楽に帰られると聞き、優
に構えて漕いでいましたが、なかなかたどり着けない
チームも。皆で心配そうに見ながら、心でエールを送
り、最後は土屋さんのサポートを得て皆で合流。雨が
降る前に午前中のカヌー体験を終えました。

　ランチは、ポークカレー。やっぱりカレーには豚肉
が福島流。土屋さんの畑で採れた新鮮なとれたての
キュウリも頂きながらおかわりする人が続出。ごはん
もカレーもキュウリも全て平らげました。ランチの後
は、雨の中でも湖水浴。ターザンロープでダイビング。
滑り台から湖にザブーン。そして魚を探しにシュノー
ケリング。次第に雨が強くなり、たき火で暖をとりな
がら交流。雨が止むと、釣りをする子どもたちも。湖岸
でのひと時を楽しみました。
　あっという間に時間が過ぎ、お別れの時間がやって
きました。土屋さんに別れを告げ、ボートでキャンプ
場を離れました。そこから近くの温泉に向かい、源泉
掛け流しの湯を楽しみました。温泉からは間近に桧原
湖が見え、涼しい風を感じながらのんびりと最後の時
間を過ごしました。バスで郡山駅に向かうまで、参加
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者同士の交流タイムは終わることなく、最後はいつも
のように惜しむように別れました。
　今回のツアーの中で、多くの方がカヌー体験や自然
体験ができたことが心に残ったとのことでした。福島
県の一番の魅了である豊かな自然。自然の中にいると
私たちの生活に起こる嫌なことでも些細なことに思
え、心がおおらかになることを感じます。この雄大な
自然、そして風光明媚な景色の陰に、噴火や村の消滅、
そしてそこからの再生と復興があり、自然を守りつ続
けている地元の方々がおられからこそ私たちがこの
自然を楽しめるこということを知りました。
　コロナ渦の開催で、多くの関係者の方々のご協力が
あり、実施できたことを心から感謝いたします。



４．皮をむいて日光浴‼
▶▶▶玉ねぎの皮に含まれてるケルセチンは血液を
サラサラにして動脈硬化を防ぐといわれています。皮
をそのまま食べるのは難しいですが、ストックしてお
いてベジブロス（野菜のくずでつくる出汁）に活用い
ただけます。また、可食部を約１週間日光に当てると、
細胞を守ろうとしてケルセチンの量を４倍に増やし
ます。
もったいない‼
辛味の成分である硫化アリルは水溶性なので、「切っ
てから水にさらして辛味を抜く」ことは水に溶け出し
てしまうので、栄養面では大損なのです。

おすすめレシピ

～玉ねぎとじゃこのごま酢和え～
材料；玉ねぎ1/2個、ちりめんじゃこ　大さじ1、サニー
レタス（サラダ菜）5～6枚、　調味料（すりごま　大さ
じ2、酢　大さじ2、みりん　大さじ1）
作り方
①玉ねぎを薄くスライスし、じゃこはザルに広げ、
さっと熱湯をかける。
②調味料を合わせて、①を和える。
③皿にサニーレタスを敷き、②を盛り付ける。

す。なぜなら、それが自然で機能的な本来の人間の姿
だからです。脚も軽くなっているはずです。体操の前
後に足踏みして比べてみてください。

キラキラパタパタ体操

ポイント
余分な力を入れない。痛みのない範囲で動かす。
耳～首筋～胸～肩のつながりを意識する。

１　足を肩幅くらいに開いて立ち、
両手を自然に下す。※耳から指先まで
ダランとつながってるイメージ

2　手のひらを外向きに4回
「キラキラキラキラ」する。
※耳～上腕から外に動かすつもりで

3　手のひらを外側に向けたまま、
太ももに「パタパタパタパタ」と
4回打ち付ける。
※耳から指先まで一直線のイメージ
 　 
4　肩をグーッと上げて
ストンと下ろす。4回繰り返す。
※耳に向かって上げて、
ストンと脱力

5　今度は、手を体の前にもっていき、
１～４と同様にする。
パタパタのときは小指どうしを
軽く合わせるように。

１～５を３セットくらい繰り返す。

キラキラキラキラ♪パタパタパタパタ♪　キラキラ
キラキラ♪ストンストンストンストン♪

と、リズミカルにぜひやってみてください。
お子様と一緒にやると楽しいですよ♪　お子さんも
簡単に姿勢改善！

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。

 Column!!  Column!!

食育コラム～食材をムダなく食べたい！ 玉ねぎ編～

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
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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。

自宅でできる「セルフケア」コラム　キラキラパタパタ体操で姿勢改善!!
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今回は、無理に姿勢を良くしようとしなくても自動的
に良い姿勢になって、肩こり腰痛も改善されて、おま
けに膝痛にも効果のある「キラキラパタパタ体操」を
紹介します。

身体は全身、皮膚や筋膜でつながっているので、部分
の不調が全身に波及します。逆に部分から全体を良く
することもできます。簡単な体操で楽に動ける身体を
作っていきましょう。

身体は、口腔・胸腔・腹腔の3つの腔で構成されていま
す。この腔が円筒形にしっかり拡がっているのが良い
状態です。血液や体液は全身滞りなく流れることがで
きます。腔が潰れていると、様々な不調が起こってき
ます。

キラキラパタパタ体操は、腔を立てて拡げるのに最適
で簡単な体操です。上腕を外旋させ、肩甲骨を動かし
ます。肩回りはもちろん、腰や膝周辺の筋肉のねじれ
がとれて弾力を取り戻します。無理に胸を張ったり背
筋を伸ばしたりしなくても自然に良い姿勢になりま

　毎日に欠かせない食事。「皮をむく」「切る」「茹でる」
「保存する」など、調理方法や保存の仕方によって、食
材の栄養価が変わることがわかってきました。そこで
少しでも栄養ロスの『もったいない』をなくして、体の
すみずみまでしっかり栄養を届けられる食事をして、
体を喜ばせてあげましょう。

　食欲の秋といわれるように、暑いシーズンが終わ
り、夏に疲れた胃腸の調子も整い、食への欲求が高ま
ります。健康や体力の回復にはベストタイミングとい
えるでしょう。その反面、夏のむっとするような湿気
が薄れ、空気の乾燥が著しくなる時期でもあります。
そこでオススメは『辛味』の食材です。ネギ・生姜・わさ
び・唐辛子などの薬味や香辛料はもちろん、大根・玉ね
ぎ・しそ・にらなど、ほのかな辛味のある食材はこれか
らの時期ピッタリです。

　今回は、食卓に様々な料理に登場する『玉ねぎ』につ
いて深掘りしてみましょう。玉ねぎの効果には、「血液
サラサラ効果」「疲労回復」「美容効果」などがあげられ
ます。血液サラサラ効果や疲労回復には、生で食べた
方が効率良く摂取できるといわれているので、「オニ
オンスライス」や「マリネ」など生で食べられる調理法
がオススメです。

お得情報
1．薄くスライスや細かいみじん切りを‼
▶▶▶玉ねぎの細胞が壊れて、より効果が高まりま
す。
2．芯は捨てないで‼
▶▶▶玉ねぎをずっと保存しておくと芽や根が伸び
ますが、これは生長点といい栄養が詰まっているとこ
と。細かく刻んで召し上がって下さい。
３．いきなり茹でず、油でコーティング‼
▶▶▶スープや煮物に使う場合、まずは油で軽く1分
程度炒めることで、血液サラサラ成分のアリシンの流
出を防ぐことができます。
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