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避難者の皆様へ

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

日の暮れが早くなり夕方になると肌寒くなっ
てきましたね。葉の色も色づいてきて紅葉
シーズンがすぐそこまできているのを感じま
す。この美しい季節に思い切り京都を満喫し
ましょう。紅葉を楽しむツアー参加者募集中
です。夕食交流会も毎月行っておりますので、
ぜひ気軽にご参加ください。

みんなの夕食会スケジュール

関西避難者交流ツアー

芋煮会in 天川村と洞川温泉交流会

M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER

November 2020

Issued by Minnanote
8

日　時
集　合
場　所
内　容

スケジュール
 8：00　
10:00

17:00
お申し込み締め切り
参加費　

11月7日に予定していた夕食会は芋煮会開催のため中止にいたします。 11
Take Free

2020 November

2020年11月7日（土）
京都駅　8時　　解散　京都駅　20時
奈良県泥川キャンプ場
面不動鍾乳洞や御手洗渓谷見学＆泥川キャンプ場にて芋煮会
＆洞川温泉で入浴

京都駅 出発　8：30　→三井アウトレットパーク鶴見
→天川村→道の駅で買い物→御手洗渓谷探索
→泥川キャンプ場にて芋煮会→面不動鍾乳洞見学→洞川温泉街探索
→洞川温泉で入浴　20:00　→京都駅到着＆解散
　　　　　　11月6日
1,000円（入浴代・ランチ代）　定 員　30名

第4回みんなの夕食交流会スペシャル「クリスマス交流会」

日　時
内　容　ワークショップ　

参加費
場　所
お申し込み締め切り　12月15日（火）

クリスマスを楽しく過ごそう交流会！日頃のワークショップとプレゼント交換＆
歌＆朗読ありのクリスマス会。今年最後の交流会です。お気軽にご参加ください。

2020年12月19日（土）15時半～

１）15時半～17時　大人の実践食育講座（料理教室）簡単にできる
ヘルシーおせち料理　
２）17時～18時　松永美幸先生　ラクラクヨガ「冷え改善ヨガ」
クリスマス会　6時15分～
クリスマスプレゼント交換（500円のプレゼント持参）クリスマスディナー　
クリスマス歌の生演奏（みんなで歌いましょう！）クリスマスのストーリー
テーリング
500円
きのわ＆みんなの手オフィス

自宅でできる「セルフケア」コラム　足先から全身を整える簡単セルフケア

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。

　今回は、足先から筋肉を連動させて全身を整えるこ
とができるセルフケアをご紹介します。まず最初に、
輪ゴムを足にかけるだけで、身体がシャキーン！と
なって、足も軽く動きやすくなる方法があるので、ぜ
ひ試してみてください。

現代人は足の不調が増えている
　外反母趾や足底腱膜炎、タコやウオノメ、膝痛、腰
痛、歩くとすぐ疲れる、など現代人は多くの不調を抱
えています。それは、歩くことが圧倒的に少なくなっ
て、足裏のアーチが崩れてきたことと関係していま
す。アーチは、体重を支えバランスを保ち、地面からの
衝撃を和らげる重要な役割があります。

なぜアーチが崩れるの？
　歩くことが少ない。運動不足。滑りやすい靴、足に合
わない靴、クッション性の高い靴、アーチを埋める形の
インソールなど。あまり歩かなくなった上に、靴で足が
必要以上に過保護にされているためと思われます。
※歩き始めたばかりの赤ちゃんに早々と靴を履かせ
る親が増えていて、これは成長期における足のアーチ
形成を妨げる要因となっているそうです。

足指わいわい体操で足裏アーチを復活させよう！

足輪ゴムと同様、屈筋
の連動で足の不具合
（外反母趾、足裏の痛
みなど）だけでなく、
膝痛、腰痛、肩、頭痛な
ども緩和されます。あ
によべ体操と同じく
舌位も上がります。

足指わいわいは、セル
フケアはもちろんの
こと、人にしてあげる
と二人してゆるまっ
てつながりを感じら
れるとてもすばらし
いケアです。ぜひご家
庭で日常のケアに取
り入れてください。

　片方やってみて足踏みして左右の差を感じてみて
ください。足先からふくらはぎ～太ももの裏～腰～脇
～胸～首筋～頭まで筋肉のつながりを感じてくださ
い。変化が感じられたら、両足に輪ゴムをかけて軽く
足踏みしてださい。
※輪ゴムは、きついので必ず5分以内に外してくださ
い。痛みが出たらやめてください。平ゴムなどを結ん
で、ゆるくすればずっとつけても大丈夫です。

1.足の親指に輪ゴムを引っかける 2.ひとひねりする（人差し指にかかっ
ている輪ゴムが上にくるように）

3.手前の手前の輪を
かかとに引っかける

もう一本輪ゴムがあったら、図の
ように親指から右かかとにライン
ができるように引っかける

昔の人は、草鞋を履い
て、常に足裏で地面を
感じていました。

ゴムのかけ方が、
草鞋と似てますね。

横から見た図 1.足の甲を軽く
　固定する

2.親指をつまんで
　内回し

3.手を換えて足の
  甲を軽く固定する

4.人差し指から
   小指までを
　柔らかく包んで

6.親指とその他
　の指を一緒に
　回す

5.まとめて外回し

参
考
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きのわ

相談・お問い合わせ・お申し込み

ワークショップ・イベントお申し込み
きのわ

つながろうツアーお申し込み

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。詳細を
メールで送ります。申込書類を
返信していただいて後に申し
込み完了になります。

Event Info Report

夕食交流会の活動報告

　10月の交流会は、「ココロとカラダのリラクゼーション」
をテーマに行いました。食育講座は味噌作り。大豆を丁寧
につぶして麹をいれて簡単に味噌の仕込みができました。
あとは数ヶ月待つだけ。
今月からラクラクヨガクラスもスタートして、皆でココロ

もカラダもリフレッシュを図りました。ヨガのクラスは大人
気。元気な松永先生の指導でカラダがみるみる伸びる。日
頃から使わないパーツをストレッチ。終わってからは皆で
気持よかった！の喜びの声。
　カラダを動かしてからはお待ちかねの夕食。テーマ
は味噌なので、いも煮、魚の味噌漬けをメインにいた
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京都には京都伝統庭師が紅葉の綺麗な京都の庭を案内します。一緒に京都の秋の風情に浸りながらゆっくり時間を
過ごしませんか。

京都伝統庭師による京都＆滋賀の紅葉ツアー

ふるさととつながろうツアー

「歴史と心と向き合う会津ツアー」

日　時
集　合
定　員
参加費
スケジュール

2020年11月22日（日）
郡山駅西口在来線改札口　解散 左同
15名（定員に達したためキャンセル待ち可）
ランチ代・入浴代

8:30
午前
13:30

17:00
19:30

郡山駅　出発
会津藩校日新館 → ランチ
正雲寺（大人-座禅体験/法話/写経
子供-お寺見学）
　　　

東山温泉
郡山駅

8:30
午前中
午後

19:00

出発
コミュタン福島見学

郡山駅 解散

日　時
集　合
定　員 参加費
スケジュール

2020年12月28日（月）
郡山駅西口在来線改札口　解散　左同
15名 ランチ代

「環境に優しい生き方を学ぶ」三春ツアー第5回

「ふるさとで共に新年を祝う」ツアー

日　程
集　合
宿泊なしプラン
　4日

宿泊プラン　
　4日

　5日
定　員　

2021年1月4日（月）
福島駅 東口西口連絡通路 西口出口付近　解散 左同　

9:00 福島駅西口出発→　10:00 餅つき交流会→飯館ツアー
18:00 福島駅 解散

9:00 福島駅西口出発→　10:00 餅つき交流会→飯館ツアー 
農家民宿宿泊１泊
10:00　福島駅 解散
15名　

第6回

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。

2020年11月29日（日）
京都駅観光バス乗り場 9時
紅葉の美しい庭を解説付き
で巡ります。
京都駅出発→庭園見学
→ランチ交流→庭園見学
→京都駅解散

日　程
集　合
内　容

  9:00
12:00
18:00

　　11月 26日（木）
ランチ代
30名

お申込締切
参加費
定　員

第7回

→BRITOMARKET（元三春ハー
ブガーデン）でランチ
仁井田本家訪問

だきます！！味噌をいただきパ
ワーアップ！！
食後には、松井美樹先生の「高
砂」待譜のお稽古を楽しみながら
受けていました。前回よりも姿勢
もよくなり、腹から声も出るように
なり先生にも褒められました。
毎月の夕食会を開催するように

なり、次第にみなさんの息抜きの場として、仲間に会える
楽しみのひとつに考えていただけるようなり嬉しく思いま
す。また次回もお気軽にご参加くださいね。

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：第4日曜日 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2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
　　　　14:30~16:00
参加費：1,500円

中上級クラス
日　時：毎週木曜日　10:030~11:00
参加費：1,000 円　zoomレッスン

小学生クラス
日　時：毎週火曜日　15:45~16:45
参加費：1,000 円

朝ヨーガ第四

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

プライベート・オンラインクラス受付中 !!



　9月21日ふるさと
とつながろうツアー
で天栄村を訪れまし
た。村に入ると黄金
色に輝いた稲穂が広
がり、のどかでのん
びりした風景が見え
ました。まずは天栄村の文化や歴史を学ぶために「ふ
るさと伝承歴史館」を訪問。そこで、青森の「三内丸山
遺跡」にも匹敵する県内を代表する桑名邸跡の出土品
や奈良・平安時代の古印としては、県内や東北地方で
珍しい「丈龍私印」を見ることができました。「ふるさ
と伝承歴史館」を後にして、「心の目で感じる歴史ツ
アー」がスタートしました。

　次に、縄文時代中期
（7,000～5,500年
前)の桑名邸遺跡を訪
れました。遺跡は、奥
羽山脈の東側に広が
る丘陵地帯の丘陵の
平らな段丘面に位置

し、竪穴住居跡37軒、土坑511基、貯蔵穴などがあり、
縄文土器、石器類、土製品などが出土されたそうです。
訪れると、小さな看板のみがあり小高い丘にあるのは
畑。地元の人に聞くと、発掘調査の時は盛り上がって
いたけれど、その後元に戻して畑として使っている
と。訪れた参加者からは「もったいない」「もっとPRす
べきだ」などの意見が。
　それでも丘陵に立ち、7000年前の住んでいた人た
ちのことやその生活ぶりを想像してみました。狩猟
生活を通じて自給自足の生活を送り、自然のめぐみ
を大切にし、搾取しすぎず、自然の移りかわりに寄り
そいながら生きる社会。　家族や仲間を大切に思い
助けあう社会。目の前に穏やか
な笑顔と幸せな姿が目の前に
浮かびました。
　それから、福島県の史跡であ
り紀元後６世紀中頃の古墳時
代に作られた龍ガ塚古墳
を訪れました。被葬者
は石瀬国造第五世

の健磐龍命とされ、墳丘の長さ36m前方部17m、後円
部の径14m、高さ後円部4.5mの前方後円墳でしたが、
残念ながら、開田によって削りとられ、変形していま
した。私たちは、小さな山に囲まれ田んぼの真ん中に
ある古墳からの眺めを楽しみ、前方部の塚上の淡島神
の石祠を参り、辺りを探索しながらその場の開放感を
味わいました。田んぼと山と空と雲。心が洗われるよ
うな風景の中で遠い昔にタイムスリップ。時間が経つ
のを忘れました。
　古代の歴史に触れた後は、自然農法の幡谷ファーム
へ。マイクロバスで細い道を通り抜けて行き止まりま
で行くと幡谷ファームに到着。ご主人が温かく迎えて
くださいました。先ずは幡谷さんから天栄村に移住し
たお話についてお聞きしました。幡谷さんは若い時は
レースに出るほどのバイク好きでしたが、友人をバイ
ク事故で失ったことが転機となり、福島に戻り、天栄
村に奥様と移住し農業を始めたそうです。
　米作りにこだわり、家庭用水も入らず山から流れ
る水を使い農薬や除草剤や有機肥料も使わず自然栽
培で育て冷害の時には水のかけ流しをやめて稲を温

めたりするなど天候の変化等にも対応、刈り取った稲
は天日干しをして美味しさにもこだわっておられま
す。収穫量は慣行栽培よりも2/3ほどに落ちますが、自
然に調和しながら自分が納得できる農業をして行き
たいと心情を語ってくださいました。現在は３人の娘
たちは巣立ち県外在住。幡谷さんは農業、奥様はパン
を作り忙しい日々を送っているとのことでした。幡谷
さんの米作りのこだわりに共感して定期購入してい
るファンがいるそうですが、震災の影響により購入者
数も減ったこともあったそうです。
　幡谷ファームには「面白いもの」がたくさん。幡谷さ
んにファーム内を案内してもらいました。清い水の溢
れる田んぼ。台風の被害を受け復旧のためにサイズ
アップした池。私たちは、道にいっぱい落ちている栗
を拾い、池に住む食用のウチダザリガニに対面。ケー
ジを離れて放浪中の放し飼い鶏探し。ビオトープの中
を泳ぐ珍しいホトケドジョウとも対面。そして離れの
コッテージで休憩。奥様の焼いたパンをお土産にいた
だき、あっという間に交流時間は終了。今度は泊まり
でゆっくりお邪魔しようと盛り上がり次回の再会を
約束してお別れしました。
　次に「天空のハーモニー」でランチをいただきまし
た。天栄米の玄米のカレーランチは然の恵みたっぷ
りのヘルシーなランチでした。主宰の岩崎さんは、天
栄村の縄文文化を生活の中で実践しようと活動され
ている方で、快く私たちのために場を提供してくだ

さいました。高床式
の木造建物は風通
しがよく、畑があ
り、宿泊施設もあ
り、とても居心地が
いい場所でした。ボ
ランティアの方と
皆で育てている畑
を見学して、無農薬
の野菜を採取し種
まきや花壇作りの
お手伝いしました。
共同作業の後は気
持ちの良い汗をか
き、参加者がより打

Report Report

M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER

November 2
020

Iss
ued b

y M
innanote

5

M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER

November 2020

Issued by Minnanote
4

「第４回ふるさととつながろうツアー」の活動報告

ち解けたようでした。
　その後、天然記念物の「涌井の清水」を訪れ、湧き上
がる泉の幻想的な風景とひんやりした森の佇まいを
味わいました。妙に透明で美しい水に吸い込まれそう
な感覚を覚え魅力を感じられる場所でした。
　今回は、古代の歴史に触れ、自然の恵みを享受し、そ
して天に栄える村と人々と時空を超えて繋がる旅で
した。与えられた恵みに感謝しながら時に原点回帰し
ながら、仲間とともに未来に向かって自分を歩み続け
ていこうと思いました。参加者の方々にとり意味の
ある時間であったこと
と思います。ご参加い
ただきましてありがと
うございました。
　また、福島でお会い
しましょう！次は11
月に会津で！



マットに仰向けに寝転ぶ
両足裏を合わせて、かかとをお尻の方に引き寄せる
手は、肘と肘を持っても、伸ばしても、楽な姿勢で
ゆっくり鼻から吸って、大きく吐くを5回繰り返す

いかがでしたか？
今回は、横になってできる呼吸法をご紹介しました。
寝る前に取り入れると、リラックス効果も高ま
り、よく眠れますよ。
日々、皆様が笑顔でありますように。

Miyuki（松永 美幸）先生
IYC アシュタンガヨガインストラクター
IYC 綺麗になるヨガインストラクター
産後ママとベビーのヨガインストラクター
ヨガと出会って、自分の身体や心が穏や
かになったことで、インストラクター資格
取得。身体や心を軽く、笑顔が溢れるレッ
スン内容です。

ラクラクYoga コラム　～～ヨガの基本“呼吸”～

　こんにちは。
　ヨガインストラクターのMiyukiです。
　10月10日（土）きのわさんで開催したヨガイベント
にご参加頂いた方、スタッフの皆様、ありがとうござ
いました。実際に皆様とストレッチやヨガを行い、
レッスン後に、楽しかったーと笑顔になって下さり、
私も幸せでした。

　さて、今月は、ヨガの基本と言われている呼吸法に
ついてお伝えします。
　レッスン前には、必ず呼吸にのみフォーカスを当て
て、呼吸の練習を行います。
　インストラクターによって、解釈は様々ですが、私
は、この呼吸の練習の時間を一番大切にしたいです。
なぜなら、目を閉じて、普段より少し長く、深い呼吸を
することで、外に向いていたご自身の意識を、内側に
向けて、ご自身の呼吸、心、頭の中を客観的に見ること
のきっかけになるからです。
目からの情報を遮り、身体の力を抜いて、呼吸だけに
集中する時間、1分でもいいので、ご自身を大事にする
瞬間を作ってみてください。
見ていたもの、感じていたもの、呼吸法の後は、何か気
づきがあると思います。

＊ポーズを取る際の注意点＊
1,マットや床など硬めの場所で
　寝る前にベッドの上で行ってもいいポーズはOK
2,なるべく空腹の状態で行う
3,動きやすく、リラックスできる服装で
4,ポーズを無理に取ろうとしない
5,呼吸は、できれば長く、鼻呼吸

☆楽々呼吸法☆
＊寝る前にベッドの上で行ってもOK
－肩や首の力を抜いて、全身のリラックス効果－
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体温を調節する自律神経が室内
外の行き来などによる温度差に
対応するため酷使されるのが大
きな原因で、他にストレスによる
自律神経の乱れも関係している
といわれています。ほてり冷えの
改善には、入浴や運動で血行を良
くするほか、リラックスする時間
を持つことが大切です。

食育コラム ～しっかり温めて冬を元気に乗り切ろう～

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。

　寒さで身体が冷えがちな冬。さまざまな不調は、冷
えて体温が下がっていることが原因かもしれません。
毎日体温を測られてる方が多いかと思いますが、ご自
身の体温は平熱何度ありますか？最近は平熱が低い
（36℃未満）方が増えてるようです。身体の芯から温め
て、寒い冬を快適に過ごしましょう。

身体を温めると何がいいの？
◯免疫力が高くなる！
 　風邪をひきにくく、インフルエンザにもかかりにく
◯すみずみまで温かな血液がめぐる！
　手足ポカポカ
◯皮膚の生まれ変わりが活発に！　お肌ツヤツヤ
◯血行がよくなる！　肩こりや腰痛が和らぐ
◯代謝がよくなる！
　基礎代謝が増えるから太りにくい

低体温と冷え性の違いは？
低体温とは医学的には、遭難などで心部体温（内臓の
温度）が35℃未満になり治療が必要な状態を指します
が、最近は平熱が36℃未満である状態を低体温と呼ぶ
ことがあります。身体の中心の温度は低いが冷えや寒
さを感じることが少なく、自分では気づきにくいと言
えるでしょう。
冷え性とは心部体温は37℃前後と正常だが、人が寒さ
を感じない環境でも手足などが冷えて辛いと感じる
状態のことです。冷えてる部分が身体の末端と奥深い
部分という違いはありますが、運動不足や筋肉の不
足、ストレスなど、原因には共通することも多いです。
特に低体温は自覚しにくいので、定期的な体温測定が
すすめられます。肪酸（常温で固まる油）のとり過ぎには
注意しましょう。

女性に増えてる「ほてり冷え」とは？
冷え性のタイプには「末端冷え・下半身冷え・ほてり冷
え・全身冷え」の4つがあるとされており、最近女性に
増えてるのが「ほてり冷え（顔はほてり、末端は冷える）」

身体の芯からポカポカ
大根の揚げ出し

〈材料〉鯖缶（水煮）1/2缶、大
葉5枚、味噌50g、本みりん大
さじ4、くるみ20g

〈作り方〉
1、大根は食べやすい大きさに乱切りし、だし汁で下味
をつける。※だし汁は捨てない事
2、①の大根を水気を切り、片栗粉をまぶす
3、フライパンに多めの油をしき、②を焼く。
4、①のだし汁に少し味をつけ直す。
5、お椀に③を入れ、④をかけ、お好みでかつお節や生
姜・ねぎなどをトッピング

おすすめレシピ

食べて内側から温めよう！身体を温める食材
立ち上る湯気もごちそうのひとつです。この季節煮込
み料理や蒸し料理の機会を増やされると良いでしょ
う。そして、食材選びのポイントとして“白い食材・辛
味”を摂り入れると、乾燥から身体を守り、きたるべき
冬に備えて免疫力を高められます。

オススメ食材；豆腐、牡蠣、大根、白菜、生姜、にん
にく、ねぎ、銀杏、れんこん、里芋、梨、ゆずなど

①肩幅に足を開き、仰向けに
②おなかの上に、親指と人差し指を合わせて、三角を
作って手を置く
＊骨盤がマットから浮かないように気を付ける＊
③ゆっくりと呼吸を5回繰り返す

☆横たわった合蹟（がっせき）のポーズ☆
－太もも、股関節の柔軟性を深め、自律神経を安定さ
せる効果-


	110801
	110203
	110405
	110607

