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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。

冬が長い分だけ春の訪れが楽しみになります。京
都では梅の開花日を迎えています。春はそこまでき
ているように感じます。
震災から10年。節目の年を迎えるあたり、スペシャ
ルイベントも企画しています。ともに知恵を絞り今後
起こりうる災害や支援に関しての提言ができればと
思っています。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

3
Take Free

2021 March

第6回みんなの「春待ち」夕食交流会

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やライブコ
ンサートで春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。
日　時
内　容

参加費
場　所
お申し込み締め切り　3月9日

2021年3月13日（土）
３つのワークショップとライブコンサート
1)14時～15時20分
    布施元子先生 大人の実践食育講座（料理教室）春をいただく料理教室
2)15時半～16時50分　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時～　18時20分　小山ちひろ先生　春を迎えるための「より良い
自分を生きるウエルネスセミナー」
18時半～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）
19時半～春のライブコンサート　川口真由美さんの力強いコンサート！
500円
きのわ＆みんなの手オフィス

みんなの手の伏見の市民団体との共催スペシャルイベント

日　時
場　所
参加費
スピーカー
★希望者は 12時半よりきのわにて参加者ランチ交流会を催しますのでご参
加ください（無料）。

2021年3月11日（木）10時～12時
伏見区役所ホール（京都市伏見区鷹匠町39-2）京阪伏見桃山駅徒歩10分
無料
　 伏見楽舎・ももやま子ども文庫・元山東合同宿舎自治会等

夕食会やイベントお申し込み
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。

　2月13日深夜、福島・宮城に震度6強の地震がありま
した。ガタガタ、ガタガタと異様な音に続き、グオング
オンと揺れ始めました。大きな揺れ幅です。止んでは
また揺れ、揺れては止みと繰り返し、これはただ事で
はないと思いました。電気が消え、「停電だ、困った」と
思いましたが、数分後に電気がつき、その明るさに
ほっとしました。
　おさまったようなので、階段を下り、台所にいってみま
した。10年前の地震の時の被害は、湧き水の井戸の配管
がずれたほかは、家の中では食器が割れただけでした。食
器戸棚を開けたとたんに食器が落ちて、割れたことを思い
出しました。案の定、扉があき、食器が二つ落ちて割れて
いました。他の閉まっている扉は、下に支えのお盆を置
き、ゆっくりと開けて、崩れ落ちて来る食器を受け止めた
ので、大丈夫でした。大事な食器は奥に置くようにしてい
たのもよかったです。夫はニュースを見ようとテレビをつ
け、つかないとなりましたが、朝にならないと仕方があり
ません。幸い携帯でニュースは見れます。原発が気になり
ます。横浜と韓国の娘たち、友人、親せきから「大丈夫？」
とラインやショートメールSMで連絡がありました。「津波
はこない、原発も今のところ異常なし」と韓国の娘から教
えてもらいました。海外のほうが福島の原発の動向に関
心が高いのかも知れません。家の中は、あちこち見回りま
したが、異常はないようでしたので、安心して再び寝まし
た。朝になって、9時前にお世話になっている電気屋がき
てくれ「コードがはずれているだけです」と言って数分で
直してくれました。また、敷地の道祖神が倒れていました
が、二人で持ち上げようとしても歯が立ちません。
　15日は朝７時から近所の９軒で集会所の掃除
でしたが、皆それぞれに「怖かった！！」「１０
年前より大きかった」「長い時間だった」

「孫を起こして外に連れ出そうとしたけれど、ぐっす
り寝ていて起きないので、上におおいかぶさった」な
ど地震の話に花が咲きました。敷地に地割れがあっ
た、瓦が落ちた家もありました。
　テレビのニュースによると、学校が休校になってい
る、新幹線が止まっている、道路が土砂崩れで通行が
できない、スーパーやコンビニも店が開けられないな
どと報道されています。また夜中でもコンビニや、ガ
ソリンスタンドに行列ができたことがFBでわかりま
した。FBでも、安否情報を知らせあうことができ、浜の
方たちの安否を確認できました。
　そんな中で、こんなニュースにはっとさせられまし
た。「福島県で1人暮らしをしている60代の女性は東
日本大震災以降、車に防寒用品などを積み、いつでも
避難できるように準備していた。女性は「（東日本大震
災）当時は初めての地震に焦って周囲の人を守ること
もできず高台に逃げた。今回は周囲の人と共に高台に
避難した」と話したという。10年前に津波で兄を失っ
たという別の住民は、1階が浸水した場合に備えて数
日間分の食料を常に2階に用意していた。10年前に子
どもと両親を亡くしたという男性も、今回は一番に家
族の安否を確認して一緒に避難したというのです。」
　東日本大震災から10年たち、少し気が緩んでいまし
た。「ガソリンは満タン」「水や食べ物の備蓄」など、災
害多き国に住む備えをいつもしなければと心に命じ
ました。
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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

東日本大震災10年祈念イベント　「ともに歩んだ10年。そしてこれから」

支援者・市民・避難移住者とともに10年を振り返り、震災から得た教訓や支援に
関して話しあうイベントを開催します。皆様お誘いの上、ご参加ください。



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

2予約毎週 小学生英語毎週

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）

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）

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

食育コラム  ～春の伝統料理は、すばらしい！　春の養生食～

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。

　春を少しずつ感じる季節となりました。皆様はどん
な時に「春」を感じてますか？服装が薄手になったり、
花粉でくしゃみをしたり、ニュースで桜前線情報な
ど、寒いピンと張りつめた空気がゆるみ、春の穏やか
な陽気が満ちてきますね。草木は芽吹き、地中からは
様々な虫たちが顔を出してきます。春は生き物たちの
命が生き生きと育まれ、生命力あふれる季節。
　冬の間、体は体温やエネルギーを逃さないようにで
きるだけ活動を抑え、栄養をため込んでいます。その
分、余分な脂肪や老廃物、有害物質などもたまりやす
くなっています。
　そこで、新芽から青菜へと草木がぐんぐん成長して
いくように、春は人間も活動的になる季節です。そし
て、高まった気を発散するのが春の季節ですので、皆
さんも何か新しいことを始める良い季節です！

材料
ほうれん草…1束
三つ葉…1束
せりまたは豆苗…1袋
塩…少々
レモン…1/2個（果実を絞る、若しくは薄くスライスし
てもgood）
醤油またはだし醤油…大さじ1～2杯

作り方
1．ほうれん草・三つ葉・せり（または豆苗）をサッと茹
で、冷水にさらしてざるにあげて水気を絞り、食べや
すい大きさに切ります。
2．ボールに調味料を入れ、①を合わせ混ぜます。

春は体の上部に症状が現れやすい

　春は陽の気にともなって血も高ぶるようになりま
す。この時、先頭をきって働くのが「肝」です。東洋医学
でとらえる肝にもっとも重要な働きは、『血液を貯蔵
し、調整する』ことです。前文でお伝えしたように、冬
の間ため込んだ不要なものを解毒するために働き、春
はダメージを受けやすくなります。そのため頭痛、鼻
づまり、のどの痛み、まぶたのむくみ、めまい、ふらつ
きなど、主に体の上部、顔や頭に症状が現れやすくな
ります。

「肝」を補う“酸っぱい“食材を積極的に食べよう！

　春に高ぶり、疲弊した「肝」の働きを正常に戻し、補
うのが酸味の食材です。酸味とは“酸っぱい味“。陰陽五
行理論では、肝・胆をはじめ、目や腱の働きを補い、滋
養します。また、疲れたとき酸っぱいものを口にする
と、疲労感が和らぎます。これは酸味のクエン酸が脂肪

Event Info Report

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。

M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER

March 2021

Issued by Minnanote
2 

生活上の困りごとはありませんか。誰かと会って話した
いけれど交流会にはなかなか参加できない方もおられ
ると思います。そこでみんなの手のスタッフが皆様のお
宅もしくはご自宅の近くまで伺います。そしてきのわ特

お名前　連絡電話番号　メールアド
レス　希望の日時（第1～3希望ま
で）　ご家族の数（弁当の数と希望の
わっぱ弁当の内容）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。

製のわっぱのお弁当をお届けします。ご希望の方には、
カウンセラーや専門家の先生と一緒にお邪魔させてい
ただきます。ぜひご連絡をお待ちしております。
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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
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
→18時　いわき駅

15名　　参加費　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8回

ふるさととつながろうツアー

きのわのわっぱ弁当を持って伺います！

や乳酸を分解、エネルギーを生み出すためです。
春には積極的に酸っぱい食材をいただくようにしま
しょう。

酸っぱい食材▶梅干し、酸、かぼす、レモン、すもも、さ
くらんぼ、りんご、ミントなど。

おすすめレシピ
～青菜の和え物レモン風味～



Columun! Columun!
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　「第7回ふるさととつながろうツアー」は冬の裏磐梯
の自然体験をテーマに2021年2月13日から１泊2日
の日程で実施いたしました。
　私たちは13日昼過ぎに郡山駅前に集合し、貸切バスで
猪苗代湖の土津神社に向かいました。バスの中では恒例
の自己紹介＆近況報告タイムがスタート。前回のツアーか
ら２ヶ月。昨年からこのツアーを心待ちにくださっていた
避難者の方が多く参加されました。昨年の夏に訪れた松
原キャンプ場で自然体験ガイドをしてくださった土屋さん
家族との出会いを楽しみにしながら、1時間があっという
間に過ぎ、目的地の土津神社に到着しました。

土津神社での自然体験
　土津神社は猪苗代湖を見渡せる高台に位置し、陸奥
国会津藩初代藩主の保科正之公が御祭神として祀ら
れています。保科正之公は會津藩主のときには民政に
力を注ぎ、経済においては、産業の育成と振興に努め、
教育においては、藩士の子弟教育に尽力し幕末まで続
く文武両道の會津藩の基礎を築きました。また、江戸
幕政に臨み信頼関係に基づく「文治政治」へと転換し
徳川幕府の礎を築いた藩主としても知られています。
　自らの埋葬地を猪苗代湖が一望できる磐梯山麓に決
めていたことから二代藩主保科正経が正之公の遺言に
従い社殿を造営したそうです。日光東照宮を模した壮
麗な社殿は惜しくも戊辰戦争により多くが焼失してし
まったそうです。その後戊辰戦争の敗戦により会津藩が
廃藩となり斗南藩（青森県むつ市）に移封されると御神
体も遷され明治４年（1871）に廃藩置県で斗南藩が廃
藩になると会津人達は故郷である会津に戻り御神体は
磐椅神社に祀られ、ようやく明治13年（1880）に社殿
が再建され御神体も土津神社に遷されたそうです。
　私たちは、神社に到着するや否や、宮司さんから土
津神社についての歴史について説明を受けました。11
月の会津のツアーに引き続き、会津の歴史を知る機会
になり、興味深く拝聴しました。「こどもと出世の神さ
ま」である土津神社は主祭神である保科正之公の事績
から様々なご神徳があるということ。由緒ある神社に
参拝できることがありがたいと思いました。
　境内で自然体験開始。子どもたちは参道の脇を
お借りしてのそり滑り。人工のすべり台とは
違って100%天然のすべり台なので、急斜

第7回ふるさととつながろうツアーを振り返って

面でスピードは抜群。
少しでもコントロー
ルを誤ると途端に転
倒して雪まみれ。初め
はみんな転んでいま
したが段々と上手く

なり、最後はコントロールが上手くなって加速して滑
ることができました。降ったばかりの雪は柔らかくそ
り遊びに最適で、滑ってはまた山道を登っての繰り返
しであっという間に時間が過ぎて行きました。
　子どもたちがそり遊びをしているかたわらで、力のある
大人たちは敷地内に積まれた雪を掘ってかまくら作りを
始めました。地元のボランティアの方が数日前に積んで固
めてくれていた雪の塊をシャベルで掘って行きます。やっ
てみると作業は「掘る」よりも「削る」に近く、穴の内側を突
き崩して広げていくようなイメージです。削っては出た雪
を外に出るかき出しての繰り返しで、これが思いの外、重
労働。数人で交代しながら作業をして、最終的には大人3
人が入れるぐらいの広さまで掘ることができました。
　大人チームは境内をスノーシュー（カンジキ）を履い
て探索。もちろん土屋さんのガイドで。柔らかく湿った
雪の上でもスムーズに歩ける感覚がおもしろく感じら
れました。これに慣れるとブーツや長靴を履いて歩く
よりも楽に思えました。歩いていると、雪の野ウサギの
足跡を発見。坂道を登るのは少しハードでしたが、森林
浴を浴びながら自然に触れとても癒されました。
　かまくらチームはとうとうかまくらを完成。そり遊
びの子どもたちもスノーシューの大人チームも一緒
に、かまくらの中に順番に入りました。中に入ると雪
の中なのに思いの外暖かく、ちょうどいい広さと相
まって落ち着く空間でした。担当の方にろうそくであ
かりをつけてもらうと幻想的になり、とてもきれいで
した。参加者からは「きれい」
「素敵」の喜びの声。苦労の甲
斐がありました。
　天然のそり遊び、スノー
シュー、かまくら作りなど参
加者のほとんどが初めての
経験でした。それぞれの居住
地ではできない体験ができ
る福島の冬。大人も子どもも

ふるさとの冬の楽しみを満喫
することができました。

桧原湖での自然体験
　翌日は、早めに起きて、夏に訪
れた松原キャンプ場のオーナー
が運営する桧原湖の釣り場を
訪れました。夏に訪れた湖とは全く異なった景色。一面
雪に覆われた湖はキラキラと輝き、とても美しく見えま
した。キャビンから釣り小屋まではスノーモービルに
乗って移動。ジェットコースターに乗ったようにアップ
ダウンしながら小屋まで向かい、その中で釣りに挑戦し
ました。今年は、氷が50センチくらいしか張ってないそ
うですが、地上から160センチほどの下まで糸を垂らし
て魚を捕まえました。餌をつけて釣り糸をちょんちょん
とたたいて魚をおびき寄せます。集中力が必要とされる
釣り。全員で20匹ほど捕まえ終了。子どもたちは、氷の
上で雪合戦や雪遊びに夢中。西日本では滅多に見られ
ない雪と遊べることが楽しくて仕方がない様子でした。

思わぬハプニング
　私たちは、いつものツアーのように、ふるさとの再発
見をして楽しい思い出を胸にツアーを終えることがで
きるのだと思っていました。まるで2011年3月11日に
当たり前の金曜日がやってくると思っていたように。
　それが、今回のツアーは違っていました。ツアーの
途中、私たちは泊まっていたホテルで福島県沖の地震
に遭いました。携帯から流れる「地震です！地震で
す！」の警告。京都出身のスタッフは地震で飛び起き
その後も寝れなかったとか。あの時を体験している参
加者は問題なく一夜を過ごしました。
　翌朝、バスの運転手さんやホテルの方など地域の方
にも相談し、午前中は様子を見るためにプログラムは
継続しました。裏磐梯は会津に近いため震度は５強。周
りで被害もなかったようですが、東北新幹線が那須塩
原～盛岡まで翌日まで（後に10日間に変更）運行を見
合わることになったとわかり、対策を考えました。まず
は、郡山駅でなく那須塩原駅までバスに送っていただ
くことをバスの運転手さんに依頼。郡山駅近くでホテ
ルを予約している方にはキャンセルしてもらい一緒に
プログラム終了後に帰ることに。郡山に戻らなければ

ならない参加者には車の手配。そしてプログラム終了
後、すぐに那須塩原駅に向かって出発しました。
　2時間の道のり。「那須塩原で多くの人が駆けつけてパ
ニックになっていないか」など最悪のシナリオを想定してい
ましたが、バスは混雑もなく駅に到着。6分後発車の新幹
線に飛び乗る方。１時間後の新幹線を待って乗車する方。
皆が無事に予定通りに居住地に帰ることができました。

ツアーの振り返り
　この体験から、地震や災害はいつでも起こうるのだ
と痛感しました。起こった後の行動―情報収集や決断
や行動―が鍵であること。今回は、震災を体験してい
る参加者が知恵を出し合い皆で協力して行動できた
ことで難を乗り切り「結果オーライ」になったのだと
思います。また、地元の人の揺るがず、動じず、淡々と
生きる姿に励まされました。その動じない大らかさが
何があっても乗り越える力なのだと実感しました。
　思わぬ地震に見舞われたツアーでしたが、振り返れ
ば、冬の裏磐梯の自然を楽しみ、地元の人のあたたか
さに触れ、そして、避難者同士のつながりを深めるこ
とができた実りの多いツアーでした。
　今回もふるさととつながろうツアーにご参加くださ
り、ありがとうございました。来月が今年度最後のツ
アーになります。皆様のご参加をお待ちしております。
　最後に、私たちを温かく受け入れサポートしてくだ
さった方々に感謝の言葉を述べたいと思います。土屋
さん家族、郡山中央交通の乗務員さん、森のうたのス
タッフの方々、ホテルの従業員の方々、皆様ありがと
うございました。
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どうですか？目がパッチリ開きやすくなっていませ
んか？
※ふれ方は、やさしくふわっと、リラックスして。
※ふれながら深呼吸しても良い。
※耳に輪ゴムや紐をかけてケアすると、
　さらに効果的です。
耳たぶが軽くふわっと持ち上がるくらい。
強すぎてはダメ。

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

　スマホやパソコンの見すぎなどで目が疲れる、瞼が
垂れ下がってきて目が開けにくいなどのお悩みはあ
りませんか？　年齢を重ねると、瞼が垂れてくるのは
仕方がないとあきらめていませんか？　目の周辺の
筋肉の緊張をゆるめることによって、瞼も弾力を取り
戻して目もパッチリします。
　今回ご紹介するのは、キラキラグーパーの目周り
バージョンです。

　ラキラパタパタ体操（姿勢、巻き肩、膝痛改善など）
を以前に紹介しましたが、キラキラグーパーは、その
時の手の動きと同じように手のひらを外向きにキラ
キラさせてから、グーパー握ったり開いたりします。

　この体操は、痛みやコリのあるところを指でふれ
て、もう一方の手でキラキラグーパー繰り返すと、痛
みやコリが不思議と解消するのでキラキラグーパー
マジックとも呼ばれています。

　NO(一酸化窒素）という物質が最近注目されていま
す。NO(一酸化窒素）は、血管の中を血液が流れる刺激
によって血管内皮細胞から放出される物質で、血管拡
張作用があり、コレステロールのコブの発生を抑え動
脈硬化を予防します。血栓を作りにくくし、血液をサ
ラサラにし、血管の炎症を抑える働きがあります。

　そのため、医療機関などではタオルをニギニギする
体操が推奨されています。タオルがなくてもグーパー
するだけでも効果はあると言われています。グーパー
の動きにキラキラの動きを加えることで、筋肉のねじれ
も解消されてよりいっそうNOの放出が期待できます。

　全身の血液、リンパの流れが良くなると、新鮮な酸
素と栄養が身体の隅々の細胞にまで届くようになり、
また不要な物は溜まることなく排出されていき、健康
増進につながります。日々の簡単ケアでいつまでもい
きいき元気に楽しく過ごしたいですね。

◇目周りキラキラグーパーのやり方

NO(一酸化窒素）って知ってますか？

①　耳の後ろから下にか
けて、反対側の手で軽く
ふれて揺らす。

　こんにちは。ヨガインストラクターのMiyukiです。
　春を迎えるまで、三寒四温が続くと言われているよ
うに、徐々に暖かい日が増えてきて、寒暖差が激しく
なってきましたね。
　こういった寒暖差が激しいときは、身体のエネル
ギーも変動し、体調を崩しやすくなります。特に春は、
大きなエネルギーの流れが変わる時なので、骨盤周り
から背骨まで、股関節周りをほぐして、溜まっていた
老廃物や水分を流していくストレッチとポーズをご
紹介します。

☆膝や股関節、鼠径部のリンパ流すストレッチ☆

－膝の裏側や足の付け根を動かし、リンパを流す/股
関節をほぐし、骨盤を温める効果－

①　左ひざを90度、右の
膝をマットにつけ、両手
を腰に置く
＊かかとの上に膝、腰は
反らさず、なるべく腰を
マットの方に落とす＊

ラクラクYoga コラム　～ヨガの基本 ‘季節の変わり目リセットヨガ’ ～ キラキラグーパー体操で、瞼（まぶた）スッキリ！

④　さわる位置を、目頭、
眉の上の額、こめかみに
変えて、キラキラグー
パーを繰り返す。

②　もう一方の手を5回
くらいキラキラする。

③　手を軽く握ったり開い
たり5回くらい繰り返す。
握るときは、指だけでは
なくて母指球も寄せるよ
うに動かす。

⑤　反対側でも同様に行う。

＊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

②　腰に置いていた手を
左足の左右に置き、左ひ
ざをゆっくり伸ばす
＊背筋を真っ直ぐ、前を
みる＊

③　①②を3呼吸繰り返し、5セットずつ行う

☆首ほぐしのポーズ☆

－首や肩のコリや猫背改善、目の疲れ・冷え改善の効果－
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①　安楽座で座る
＊座骨でしっかりと
安定して座る＊

②　後ろで手を組む
＊手のひらをしっ
かりと合わせ、肩甲
骨を寄せる＊

③　頭を後ろに倒す
＊首を無理しない程度に＊

④　5呼吸ほどゆっくり呼吸する

　いかがでしたか？
　季節の変わり目は、身体も心も負荷がかかりやすい
ので、おうちでヨガでリセットしていきましょう。
　日々、皆様が笑顔でありますように。
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