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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。

今年は、例年よりも寒い日が多いですね。暖かい
寝床から起きづらい日々が続いています。
みなさんはどうですか。この寒い冬に毎年恒例の
雪遊び交流会、福島では猪苗代湖での自然体験を
実施します。寒さに負けずに、子ども心に戻って、
冬を一緒に楽しみましょう。皆様のご参加をお待
ちしております。

みんなの手の主催イベント

2
Take Free

2021 February

第3回避難者交流バスツアー
兵庫県養父―ハチ高原での雪遊び＆ノスタルジック歴史スポット訪問
毎年恒例の雪遊び交流会です。昨年は雪が少なかったですが、今年は、たくさん
積もりそうですね。
親子一緒に雪遊び。もしくは、養父市内の見学や日頃の疲れを癒すのに温泉まっ
たり派の方も大歓迎です。
日　時
集　合

参加費
スケジュール

締め切り
注意事項

2021年2月20日（土）天候や雪の関係で延期あり（予備日は27日）
1)7時 京都駅→　2)大阪府内でピップアップあり
→3)兵庫県内でピックアップあり
ランチ代金　ウエアや道具レンタル代

7時半 京都駅→現地到着
雪遊びチーム 11時 雪遊び ハチ高原＆ハチ北スキー場→17時天女の湯→22時京都駅
見学チーム 11時半 養父神社→道の駅但馬楽座（ランチ）→青谿書院（幕末から明
治初めに池田草庵が開いた漢学塾）→　明延鉱山（日本一のスズ鉱山）の見学→
16時　天女の湯→21時半 京都駅

2月16日（火）
道路状況によりスケジュールが変わることもありますのでご了承ください。

第７回みんなの「春待ち」夕食交流会

日　時
内　容

参加費

今年度最後の交流会です。ココロとカラダを整えるワークショップを行い、春か
らの季節を快適にスタートさせましょう！！
みなさまお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

2021年3月13日（土）
ワークショップ　
1)14:30～15:45 布施元子先生 大人の実践食育講座 春をいただく料理教室
2)16:00～17:15 松永美幸先生 ラクラクヨガ「季節の変わり目リセットヨガ」
3)17:30～18:30 小山ちひろ先生
　　　　　　　「より良い自分を生きるウエルネスセミナー」
夕食タイム　（季節の野菜をたっぷり美味しくいただくわっぱディナー）
4)19:00～20:00　川口真由美さん　春待ちコンサート
500円　　場　所　きのわ＆みんなの手オフィス

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。

　26年前の阪神大震災が起きたその翌日、私は膠原病
を治したい一心で、両手が膨れ上がった不自由な両手
にバッグを持ち、大阪八尾市の甲田医院に新幹線で向
かいました。
　燃え盛る炎、倒壊した建物、グシャグシャになった
道路や線路などの映像を見て、大阪も大変な状態に
なっているのではと思いました。福島駅に行ってみま
したが「一切の旅行は見合わせてください」と言われ
ました。「新幹線や在来線の運行状態は、まったくわか
りません」と突っぱねられました。
　八尾の甲田医院に電話をしたところ、「なんともあ
りません。電車も通常通り動いていますよ。入院お待
ちしています」とのこと。狐につままれたような思い
のまま新幹線に乗りました。
　東京駅は大混乱でした。京都までしか運行していな
かったのですが、親兄弟、友人知人の安否を気遣う人
たちが、ガスボンベや食料品を山ほど抱えて乗り込
み、通路まで座り込んでいっぱいでした。ニュースで
しか見たことがなかった終戦直後の列車のようでし
た。隣や周囲の方がたとも話が弾みました。皆、情報を
求めていました。近鉄線が問題なく動いていることも
教えてもらいました。
　大阪の街は、平穏でした。すぐ近くの神戸の状態と
比較して、あまりの違いに驚きました。スーパーの棚
もひとつの品不足もなくあふれていました。すぐ近く
の街なのに、この違いは何？と不思議でした。私たち
は高度に発達した情報網に囲まれ、遠い国のことが、
手に取るようにわかり、遠い街の事件が身近で起きて
いるような気がしますが、実はまるで違うことに気づ
かされました。
　10年前の東北大震災、そして、今日のコロナ。何が起
きてもおかしくない世に暮らしている危うさを思い
ます。それだけに、美しい野山、草花、木々が愛おしく

思われます。テレビではグルメ、グルメですが、限りある
命を大切にし、免疫力を高める食べ物は、決してテレ
ビでは紹介されないだろう米や野菜の粗食です。とり
わけ、豆、味噌が食卓に載らなくなった今日の貧しさ
が心配です。
　豆はタンパク質が3割でミネラルなどの栄養がぎっ
しり。しかもアメリカ合衆国政府が発表した、ガン予
防に効果がある食品のうち、大豆は最も有効とされる
８種類の中にもあげられています。さらに低エネル
ギーとして最近は肥満防止に人気が高いようです。
　「本朝食鑑」によれば、豆は「甘温、無毒。気分を穏や
かにし、腹中をくつろげ、腸によい」とあります。味噌
や醤油は大豆が原料、朝に晩に食べているのも無毒な
証拠。また昔の日本人の気質を作ってきたに違いあり
ません。そういえば最近の日本人、気分が穏やかな人
が少なくなっていると思いませんか。豆不足かも！
もっと大豆を信頼し、大豆料理を食卓にのせねばと思
うこの頃です。
　今年も、災いから遠ざけてくださいと祈ります。
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自然暮らしコラム

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。
現在、福島市在住。古民家での自然暮らし実践中。
著書は最新では「無塩の養生食」創森社（2020年）　他多数



朝ヨーガ（月に 1回）
楽しく身につく大人の英語クラス

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。

ワークショップ
朝ヨーガ第四

日曜日火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 FR
I

SU
N月曜日

第 2予約毎週 小学生英語毎週

Event Info Column!!
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震災から10年～原子力災害と向き合うツアー

日　程
集合と解散
スケジュール

定　員
参加費
持ち物

2021年３月21日（日）
　　いわき駅　総合観光案内所前

3月21日　8時半　いわき駅出発　→
10時　東日本大震災・原子力災害伝承
館見学→12時半　浪江町の商店街で
ランチ交流→道の駅なみえ
→19時　いわき駅

15名
ランチ代
参加費・ドリンク・買い物袋

東日本大震災から10年。町の再生を目指した重点的な取り
組みにより避難解除が進みながらも、完全復興にはまだま
だ遠い道のりに思えます。ふるさとに多大な影響を与えた
原発事故に向き合い、事故からの復興について考えてみま
せんか。ツアーでは2020年にオープンした双葉町の「東日
本大震災・原子力災害伝承館」を見学後に、浪江の生活を支
え買い物施設と住民同士をつなぐ交流施設機能を兼ねた
「道の駅なみえ」や浪江商店街にも立ち寄ります。
☆1月のツアーのホストの菅野さんがガイドとして案内し
てくださいます。

第9回

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。

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！！

プライベート・オンラインクラス
受付中 !!

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　10:00~11:00
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

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）

夕食交流会
講師：布施元子

ラクラクYoga
講師：Miyuki
夕食交流会にて

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）

冬の裏磐梯の自然体験ツアー 日　時
定　員
参加費
ご注意

夏に訪れた松原湖。そこでつながった地元の人
たちとのご縁を育むツアー。１泊2日の予定で、
1日目はスノーシュー（かんじき）を履いて雪の
上を歩く体験やかまくら作りなどの雪遊び。2
日目は桧原湖でのワカサギ釣り体験などを通じ
て裏磐梯の冬の過ごし方を体験します。宿泊場
所指定の１泊2日の宿泊ツアーになります。
☆夏の松原キャンプ場の際のホストの土屋さん
がホストしてくださります。ワカサギ釣りは松
原キャンプ場さんの運営の場所で開催します。

2021年２月13日（土）12時～14日（日）14時
15名
食事代
同じ宿泊施設での宿泊になりますのでお早めの申し
込みをお願いします。定員に達しましたら締め切り
させていただきます。

集合と解散
スケジュール

持ち物・服装

郡山駅　1階在来線西口改札前　
2月13日　12時　郡山駅出発　→
13時　裏磐梯でスノーシュー＆雪遊び体験
裏磐梯宿泊
2月14日　7時半　裏磐梯での自然体験
14時　郡山駅解散
参加費・ドリンク・防寒具・宿泊セット・スノト
レもしくはブーツ

東日本大震災から10年祈念イベント「共に歩んだ10年。そしてこれから」

日時　2021年3月11日（木）10時～12時
避難・移住者の方で個人の体験などをお話しできる
方、参加希望の方はみんなの手までご連絡ください。
また、震災の経験から得た減災・防災に関して意見など
がありましたら、下記までどんどんお寄せください。
メール　minnanote123@gmail.com
3月9日締め切り

京都市伏見区の市民団体とみん
なの手の共催イベント
京都市内の支援者・市民・避難移
住者と一緒に10年間を振り返
り、これからの課題について話
しましょう！
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食育コラム  ～豆はすばらしい健脳食～

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。

　日本では昔からお正月には『黒豆〈まめに働く、まめ
に暮らす〉』を、節分の『豆まき〈魔(ま)を滅(め)する〉』な
どの文化と密接に関わりがあります。味噌、醤油、納
豆、豆腐など、伝統的な大豆食品をたくさんとるよう
に心がけて、マメで元気に長生きしましょう。

豆はすばらしい健脳食
　「頭」がよくなり、心も体も「喜」ぶ。味覚、感性、知性
が「豊」か。
　休まず「登」校、「登」社できる。この4文字全てに共通
するのが「豆」の字。豆は頭が良くなるレシチンをはじ
めとする良質なたんぱく質、骨や歯に良いカルシウム
などが多く含まれています。
　また、豆の字には「口」がついていますね。お米と同様、
粒食である煮豆や煎り豆を食べると、噛む回数がぐんと
増えます。口の周辺やあごの筋肉をよく動かすことは、脳
の血液循環を活性化させ、認知症予防にも効果的です。

大豆の栄養はたんぱく質以外にもこんなに‼

①ビタミンB群が疲労回復のサポート！
　身体や肌の疲れ対策に◎
②レシチンが若々しい脳をキープ！
　血行改善や老化対策、認知症予防に。
③イソフラボンでしなやかに女性らしく
　更年期障害や骨粗しょう症予防に。
④食物繊維で腸内環境をすこやかに
　腸内環境を整える

～保温の水筒で出来る、乾燥大豆の戻し方～
メリット:少量をづつ作れる、火を使わない、放ってお
ける（笑）
①保温の水筒を用意し、乾燥の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
リまで入れ蓋をします。
③約半日そのまま置いてください。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、お味噌汁やスープにご活用下さい。

レシピのご紹介

～雑魚豆～
①戻した大豆(蒸し大
豆)片栗粉をまぶし、
揚げ焼きします。
②熱したフライパン
にお雑魚を乾煎り
し、①を加えます。
③調味料(醤油1:みり
ん(砂糖)2)を混ぜ合わせ、②に絡めて出来上がり。
※常備菜、おつまみ、お弁当のおかずにもオススメです。

大人英語
（初級集中）

鍼灸マッサージ 大人英語
（中上級）

毎週

MON
TU

E
WED TH

U 不定期

食事会

食事会

快適片付け
大人の食育講座
ラクラクYoga

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）

ふるさととつながろうツアー

スペシャルイベント

第8回



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。

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。

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。

Columun! Columun!
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簡単にできる「セルフケア」コラム

　寒い日が続きます。
　前回紹介した足腰の冷えに効果的な簡単ケア、試し
てもらえましたか？

　さとう式リンパケアは、リンパ管の中を流れるリン
パではなくて全身の血管（毛細動脈）から細胞間に滲
みだしているリンパ間質液を対象としています。

　酸素と栄養は血液によって全身に運ばれ、リンパ間
質液によって細胞に届けられますが、その流れが滞る
と、肩こり腰痛など様々な不調が生じます。冷えもそ
のひとつですね。末端の細胞にまで届きにくくなって
いるのです。

　血液を全身に届けるポンプは心臓で、毛細血管から
リンパ間質液を滲みださせるポンプの役割を果たし
ているのが筋肉です。筋肉が硬いとその役割を果たせ
ないので、リンパケアでやわらかく弾力のある筋肉に
していきましょう。

　パソコンに向かうことが多くなったり、寒くて縮こ
まったりして、肩がこったり背中の張りを感じること
が多くありませんか？
　今日は、肩甲骨まわりの筋肉をやわらかくして肩や
背中のコリを解消するケアを紹介します。

　片側をやった後で、左右の差を感じてみてください。
　肩甲骨はがしの前に、耳たぶ回しと顎ゆらしをする
と、より効果的です。

　無理に動かそうとしないで、ゆるく心地よくできる
範囲で行ってください。
　繰り返すうちに軽く、可動域も大きくなっていきます。

　前回に紹介した脚をゆらゆら動かすケアも簡単で
すので、ぜひ続けてくださいね。

　身体のすみずみの細胞にまでリンパ間質液が行き
渡り、細胞がいきいき若返るケアを続けて、冷えもコ
リも自分で解消していきましょう。もちろん免疫力
アップにもつながります。

　では、暖かい春が早くきますように。

◇肩甲骨はがし
～肩甲骨まわりの緊張をゆるめ、コリを解消！動きも軽く！～

①肩の力を抜き、
片方の手を肩にのせる。

②耳から肘までのラインをイメージしながら
　腕を上下に5回動かす。（動かしやすいところで）

③腕を前後に5回動かす。

③腕を前後に5回動かす。

　こんにちは。ヨガインストラクターのMiyukiです。
　今年は、京都でも雪がちらつき、寒いですね。体調な
ど、崩されてませんか？
　前回のコラムで、免疫力アップヨガとして、立って
行うポーズを行いました。
　今回は、体調を崩しやすいこの季節にぴったりの基
礎体力アップヨガで、更に、血行を巡らせて、体幹を鍛
えるポーズをご紹介します。

＊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
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

☆橋のポーズ☆
－お腹やヒップ周りの筋肉、下腹部のインナーマッス
ル強化・姿勢改善の効果－

仰向けにまっすぐ寝て、両膝
を立てて、足を腰幅に開く。
かかとが膝の下に来るよう
に、足を移動し、左右の足の裏
を並行に置く。

息を吸いながら、床を手で押
すようにお尻を持ち上げる。
余裕があれば、背中をマット
から離すようにおへそを持ち
上げ、腰を上げる。　＊腰を反
らさないように＊
左右の肩甲骨を内側に引き寄せ、肩で体重を支えなが
ら、足の裏で床を押し上げる。両手をつなぐ。
＊首を伸ばしすぎないように＊　　

ポーズが取れたら、5回大きく吸ったり吐い
たり行う。

☆鷲のポーズ☆
－太ももから足首、体幹の強化、骨盤を
閉め、腰痛緩和の効果-

両足のつま先をそろえ、
両手を腰に置いて、立つ。

膝を少し曲げて、左の
太ももの上に、右の太
ももを乗せる。　＊骨
盤が歪まないように＊

両手を肩の高さにあげ、右腕の上に左
腕を乗せるように、腕をクロスさせる。
腕をクロスしたまま、肘を90度に曲げ
て、右手と左手の甲を合わせる。余裕があれば、手のひ
らを合わせる。

ポーズが取れたら、5回大きく吸ったり吐いたり行う。
左右を入れ替えて、同様に行う。

　いかがでしたか？
　寒くなると、外での運動などしにくくなるかと思い
ますが、おうちの中でも、少し日常にヨガを加えて、リ
フレッシュと基礎体力をつけましょう。
　段々、難易度があがってますが、無理のないように、
今日の自分の身体の声を聴くつもりで行うと、変化が
見えてきますよ。
　日々、皆様が笑顔でありますように。
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ラクラクYoga コラム　～ヨガの基本 ‘免疫力UPヨガ’ ～



　12月28日に
開催したふるさ
ととつながろう
ツアーでは、環
境や味にこだわ
りを持ち物作り
をしている生産
者を訪ねました。

　まず最初に消費者の目線に立ち、美味しい野菜を作
り目指し、郡山ブランド野菜を立ちあがた鈴木農場さ
んを訪ねました。
　郡山駅からバスで30分。私たちは鈴木さんと落ち合
いそこから約15分。鈴木さんの案内で逢瀬にある畑を
訪れ、郡山ブランド野菜について伺いました。

鈴木農場の歩み
　郡山市は米の生産地です。歴史を遡ると、猪苗代湖
の標高の高さを利用して、明治時代の先人が荒地に猪
苗代湖の水を引いて、米の産地になった経緯がありま
した。少し前までは秋田の大潟村に次いで全国２位の
米の生産地でした（町村合併で変わりました）。
　鈴木光一さんは祖父の代から始まった米農家を引
き継いだ３代目。お父さんの代までは米を中心に農業
をしていましたが、日本人が米を食べなくなってきた
こともあり、光一さんは野菜の直売所も始め自分で
作った野菜も販売し始めました。
　現在、米が６ヘクタール、野菜を４ヘクタールを生
産しています。夫婦と両親、息子、研修生、従業員、農大
の後輩たちが実習で手伝いに来てくれて、常時10人～
12,3人で回しています。

　野菜栽培で一番大切
にしてるのは、お客さ
まが求めている「美味
しさ」と「栄養価を重視
した」野菜作りです。
「生産者は農協や市場
に出荷することが多い
ので消費者の顔が見え
ないことから工業製品
のように作ればいいと
考えがちですが、最後に

第6回 ふるさととつながろうツアーを振り返って（上）「環境や味にこだわる生産者ツアー」

食べてくれる人の顔が見える農業がいい」と思ったこ
とが、直売所を始めたきっかけです。また、祖母の経営
していた種苗店も引き継いで、お客さんには野菜の生
産の仕方や肥料などに関してもアドバイスをしてい
ます。
　大産地をめがけて作られる人気の種は作りやすい
のですが、産地では連作することが多くなり、嫌地現
象などの連作障害が出て来ます。結果、硬くて、美味し
くはないものができてしまいます。そこで、鈴木農場
では美味しさにこだわって、品種選びと栽培方法も考
えて、３０年程農業をしています。

SEED TO DISHES （一粒のタネからお皿まで）
　現在、300~400種類くら
いの野菜の栽培を行ってい
ます。一番の顧客が飲食店
です。各シェフの欲しいも
のはいろいろあり、その声
に応えている中で、多くの
種類が増えました。郡山だ
けでなく、福島市、仙台、東
京のレストランにも野菜を
卸しています。東京のフラ

ンスの４代巨匠やミシェランの三つ星レストランに
も使っていただけるようにもなりました。
　コンセプトは「seed to dishes」。種も扱っているの
で、一つの種からお皿の上までが見通せるようなもの
な野菜作りをしています。栽培方法は、「植産栽培」で
す。作物は美味しい環境を作ってあげるように育てる
のがいちばんだと思っています。人間も具合が悪く
なって薬を飲むように、作物を見て、今何が欲してい
るのか見ながらそれに合わせて必要なものを与えて
いきます。農薬も必要な程度は使い、土には有機質の
ものをたくさん入れ、作物が根を張りやすい環境を整
えながら、心を込めて作っています。

郡山ブランド野菜
　種苗店を初めて郡山には美味しい野菜があるのが
わかりました。その美味しいものを仲間と一緒に作
り、郡山ブランドを立ち上げようと７年前に「郡山ブ
ランド野菜」を立ち上げました。現在は33名まで仲間

が増えました。味わ
い、栄養価、郡山の土
地にあった品種を吟
味して毎年200～
300種類くらいから
1年に１度1つずつ
選び、種類を増やし
てきました。
　例えば、「冬かんな」は静岡県でキャベツの種のみを作
るブリーダー（種屋）が「日本で一番美味しいキャベツの
種として生み出したものですが、「東北では出来ない」と
言われました。ただ、寒い場所ではおいしいキャベツが
できるので、栽培方法を工夫して栽培に成功しました。

震災当時を振り返って（質問に答えて）
　風評被害は震災直後はありました。
　爆発後、畑の上の放射線物資は取り除けませんでし
たけれど、作物を作って測ってみたら影響が見あたり
ませんでした。
　チェルノブイリは農地が痩せています。セシウムと
いうのは、窒素・リン・カリウムのうちカリウムと同じ
構造をしているので、カリウムがないと土がセシウム
を吸ってしまうことになります。チェルノブイリでは
ひまわりがセシウムを吸ったということはありまし
たが、チェルノブイリとは違っていました。
　日本の畑にはカリウムがちゃんとあり、降ってきた
セシウムは粘土鉱物が閉じ込め、土がセシウムを吸わ
ないので作物に影響がないということがわかりまし
た。昔から、「農業は土作りだから土を耕して肥やして
土作りをしろ」と祖父から言われてきたことが関係し
ているのかと思いました。
　ただ、やっぱり福島県産と他県産のキャベツがあっ
たら、消費者は他県産のキャベツを買ってしまうのは
わかるので「どうしたらいいか」と仲間と話しました。
そこで、「キャベツで競争したら叶わないのでみんな
が食べたくなるキャベツを作ろう」ということにな
り、ブランド野菜作りに拍車がかかりました。「冬かん
な」を食べたい人は買ってくれて、キャベツとは競争
は起こらないのです。そういう物を作っていくことが
これからの福島の農業かなと思ったのです。

今後の展望
　私たちは、１粒のタネからお皿までというコンセプ
トでやっていますが、若い良いシェフたちが周りにた
くさんいるので、彼らと一緒に、種からお料理まで見
通せるように飲食も始めたいと思っています。農業は
可能性があるけれど、なり手が少ないのも事実なの
で、興味のある若者も増やしたいと思っています。

　私たちは、鈴木さんの流暢で熱い思いの溢れるお話
を聞きながら畑から採ったばかりの「冬かんな」をい
ただきました。「こんな甘いキャベツを食べたことな
い」「塩をつけて食べたい」「美味しい」とその美味しさ
に感動しながらいただきました。
　その後、鈴木農場の直売所に立ち寄り、色とりどり
の野菜を買い求め、鈴木農場を後にしました。通販で
野菜が売っていることも知り美味しい郡山ブランド
野菜をお取り寄せしたいという声もありました。
　いただいた「冬かんな」の余韻が口の中に残り、昼ご
はんが待ち遠しくなりました。バスで10分ほど、郡山
ブランド野菜を美味しくいただける「ベストテーブ
ル」さんへ。2017年のツアーで訪れて参加者の方に大
好評だった場所でした。
　鈴木さんの野菜始め多くの郡山ブランド野菜を食す
ることができるスペシャルなランチを皆でテラス席でい
ただきました。テラスには足コタツも用意されていて、
暖かい席で新鮮なお野菜をいただきました。
　郡山ブランド野菜たっぷりのサラダ。生産者さんの
思いのつまった野菜を思う存分いただきながら、「福
島プライド」を感じた時間でした。

次号に続く
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