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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。

京都の桜が開花しました。例年よりも２週間ほど早い開花で
す。緊急事態宣言も徐々に解除されて、コロナ渦の中で訪れ
る桜の季節、咲く花々に感謝しながら過ごしたいですね。満
開の花が咲き乱れる美しさに加え、パッと散ってしまう儚さ
や潔さーそれは、今を懸命に生きる生き方を指し示している
かのようです。～後ろを振り向かないで、前へ～巡る季節に
桜を愛でることができるこの国に生まれて幸せに思います。
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春の交流会

日　時
内　容

参加費

お申し込み締め切り　4月8日
お申し込み　ご希望の方は、お名前・メルアド・携帯電話番号を記載の上、みん
なの手（minnanote123@gmail.com）までメールでお申し込みください。

2021年4月10日（土）14時集合
14時～　伏見の酒蔵界隈の探索
　　　 　酒蔵見学→十石船乗船（希望者）
16時～　大人の食育講座
  　　  　桜を使ったレシピ
　　　　 ＆味噌作り（希望者）
17時半～夕食＆交流
夕食代　大人　800円　子供　500円
十石船乗船（希望者）（大人1200円・小学生以下600円）
味噌作り　（希望者）（好きな量だけ作れます1キロ1000円）

おいなりさんへ出かけよう

日　時
集　合
場　所
参加費
持参品

お申し込み締切　5月 10日　　お申し込み　ご希望の方は、お名前・メルアド・
携帯電話番号を記載の上、みんなの手（minnanote123@gmail.com）までメー
ルでお申し込みください。詳細はホームページで

2021年5月14日（土）9時半～17時
京阪伏見稲荷駅改札
・ 伏見稲荷大社（http://inari.jp）　・ 稲荷山
無料
歩きやすい格好・スニーカー・タオル・軽食・水筒・現金（お土産や売店や
カフェでの飲食用）

稲荷山は、いわゆる“東山三十六峰”の、最南端
に位置する霊峰（海抜233ｍ）で、三つの峰が西
から東へと段々に高く連なり、これを山麓から
仰ぐと、降臨の地にふさわしい山容をそなえて
います。新緑の5月。一緒に森林浴を感じなが
ら伏見稲荷大社と界隈を探索しませんか。

みんなの手 主催イベント

　3月、あの震災から10年ということで、新聞やテレビで
は連日のように様々な報道がありました。10年たちまし
たが、3月はやはり、心が騒ぎます。飯舘の友人は「花は咲
くの歌、大嫌い」「ふるさとの歌なんて、涙しか出ないから
歌いたくない」と言います。私も、花は咲く、ふるさとを聞く
と、避難していなくても涙が出ます。また飯舘の別の友人
は「放射能より、コロナのほうがひどいな」と言います。確
かに、測定できない怖さ、どこが汚染されているのかわか
らない不安など、放射能とは違う怖さがあります。二人と
も、飯舘村に帰還しています。「もうからなくていい、みん
なが集う場所が欲しい」とレストランを作ったり、同じ区
の方 と々力を合わせて。エゴマの畑を栽培したり、区の情
報誌を作ったりと、活動しています。どんな災難にも負け
ない明るい希望をもつ大切さを教えられています。
　このところ温かな日が続き、梅、山茱萸(サンシュユ)、
椿、辛夷（コブシ）、クリスマスローズなどが次 と々咲き、ま
たウグイスの初鳴きも聞きました。山里にも春がきまし
た。蕗の薹（フキノトウ）も顔を出しました。明るい黄緑色
のつぼみが、あたりを明るくしています。いつものところに
出てこないので、心配し、待ち焦がれていました。まだ固い
つぼみですが、早速摘みました。家族に、「何にする？フキ
味噌？天ぷら？」と聞いたら、「それは、天ぷらに決まりで
しょ」と言われました。確かに、初物のフキノトウ、天ぷらで
食べたいよな。と思ったら、
急に手打ちそばが食べた
くなりました。「じゃあ、手
打ちそばですね」と念を押
し、次の日は手打ちそばと
フキノトウの天ぷらに決ま

りました。フキノトウのやわらかな苦みと香りが手打ちそ
ばとぴったりで、春を思い切り味わうことができました。
　こんなささやかな幸せを再び喜べる日がくるとは、あの
時は思いもしませんでした。もう永遠に、山菜は取れない、
土は触れない、野菜は作れないと思いました。「耕すな」の
回覧板がまわり、田畑は例年のように耕す人はいません
でした。山菜やキノコの汚染が報道され、フキノトウも、タ
ラノメも摘みませんでした。自然暮らしを実践し、本も出し
ていた私は、すべてのものが否定されました。「終わった、
自然暮らしは終わった」と口癖のようにつぶやいていまし
た。農作物を植えられない畑には、観賞用に麦をまき、庭
にはレンゲソウをまきました。せめて花を楽しみたいと思
いました。ところが、汚染された畑で勝手に育ったカボ
チャが10個以上も大きく育ち、しかも測定したところ、セ
シウムは「検出せず」でした。思わず、神さま感謝しますと
祈っていました。
　まわりの有機農業者たちは、汚染を減らすために研究
者たちとタッグを組み、様々な工夫をして栽培を続けてい
ました。「終わった」などとつぶやいていた私とは大違いで
す。そして今では昔のように何でも作れる畑になっている
のです。我が家の畑も、今はどの農作物もセシウムが検出
されません。梅やブラックベリー、柿もセシウムの心配を
しないで収穫できます。どの作物も採れたら測定が必須
でしたが、今は、畑の作物はどれも検出せずなので、測定
もしなくなりました。フキノトウを摘める喜びが、永遠のも
のではないと知ったことを忘れずに、豊かな自然との付き
合いを続けていきたいと思います。

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

M
IN

N
AN

O
TE N

EW
SLETTER

April 2021

Issued by Minnanote
12



福島県のおうち・お庭や畑の放射線測定をいたします。

昨年度のコラムを担当していただいた安斎育郎先生は現在も「福島プロ

ジェクト」の一環で福島を定期的に訪問されているそうです。希望者の

方には福島のおうちや畑、通学路などの放射線を測定し、推定被ばく量

を計算して、福島での暮しに関してのアドバイス等をしてくださいます。先

月も帰還を検討中の避難者の方の畑の測定をお願いいたしました。

ご希望者の方は、みんなの手（minnanotekyoto@gmail.com）、
西山(070-5656-5621)まで

福島県のおうち・お庭や畑の放射線測定をいたします。
きのわでセミナーやワークショップ・
イベント（定期・不定期）等されたい方
はいませんか。
避難者の方向け・一般の方向けのワー
クショップ。仲間たちとの交流会な
ど、皆さんの希望に合わせて調整いた
します。
ご希望の方は、きのわまでメール
（minnanote123@gmail.com）でお
問い合わせください。

きのわでイベント開催できます

Information Report
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2020年度のつながろうツアーをまとめ
た冊子が完成しましたので、ご希望の方は
お申し込みください。参加者の方、参加し
たかったけれど参加できなかった方、故郷
の今に興味がある方、、どなたでも、この冊
子を読まれてふるさとのことを知り、ふる
さと人の思いを感じてください。数に限り
がありますので、ご希望の方はお早めにお
申し込みください。冊子の中身を閲覧され
たい方は、HPから無料でPDFをダウン
ロードできますので是非ご覧ください。
（只今準備中。4月中旬以降の予定）
また、昨年のツアーの内容をまとめた
2019年度の冊子もお渡し可能です。

ふるさととつながろうツアーの軌跡2020年度
内容　ふるさととつながろうツアーの報告
（ニュースレターから抜粋）＆福島の訪問先の
方々のプロフィールや声＆参加者の声
→2020年度は訪問先の方々のプロフィールや
声も入り、昨年度よりも内容が充実。

バックナンバー
ふるさととつながろうツアーの軌跡2019年度
内容　ふるさととつながろうツアーの報告
（ニュースレターから抜粋）＆参加者の声

お申し込み方法　ご希望の方は、お名前・メルアド・住所・携帯電話
番号・希望のタイトルと希望の冊数を記載の上、みんなの手
（minnanote123@gmail.com）までメールでお申し込みください。

2020 年度のふるさととつながろうツアーの冊子お渡しいたします

「日本の田んぼを守る酒蔵」を目指して
　ランチの後に向かったの
は、田村にある「仁井田本
家」さんでした。今回は繁忙
期であることとコロナ渦で
あることから蔵の中には入
ることはできませんでした
が、売店に立ち寄り、スタッ
フの方から酒造りのこだわ
りについて伺いました。
　仁井田本家は1711年に
創業以来、田村の
湧き水で酒造り
を続けています。
「山を守り、水を
守り、田んぼを守
ること」そして
「日本の田んぼを
守る酒蔵になる
こと」を使命として、こだわりの酒造りをされていま
す。
　米は、無農薬・無化学肥料の自然米を栽培していま
す。2010年には蔵の夢である自然米100%＆純米
100％を達成。環境への配慮は、原始的な中野式除草
機と手取りの草取り、かぶとえびにより害虫駆除する
取り組みからもわかります。
　仕込み水は田んぼの近くの「竹内の井戸水」（硬水）
と山から湧き出る「水抜きの湧き水」（軟水）の自然水
をブレンドして使用。酵母を使わず、蔵の中に自然に
いる酵母菌を作って醸す酒もあるそうです。
　自然水、自然米、蔵付き酵母に加えて、木桶制作も数
年前から行なっているそうです。「自給自足の蔵」を目
指してホーローのタンクから自社の杉の木製の木桶
に移行しようと進めているそうです。「一番は、おいし
さなので、とにかくおいしい酒を全て自給自足で作れ
るようにがんばっていきたい」と語るスタッフさん。
　震災後から、多くの人に蔵に来てほしいと始まった
「スイーツデー」や地域の人々と一緒に田んぼ作りを
する「田んぼの学校」など地域に根ざして取り組みを
通じて、蔵と人とがどんどんつながり続けています。
説明の後、私たちは自然酒を試飲し、蔵の周りと昔の

第 6回　ふるさととつながろうツアーを振り返って（下）

食卓を思い出させるギャラリー見学しました。製作中
の木桶も見ることができました。
　仁井田さんのふるさとの山や川、田んぼに対する熱
意に心を打たれ、蔵全体が一丸となり地域を巻き込み
取り組んでいる姿は大変刺激になりました。進化して
いる酒蔵を見ながら、2017年に訪れた際に聞いた代
表の言葉がよぎりました。「震災後、風評被害により福
島の酒蔵ということでマイナスからのスタートでし
た。これからもマイナスをゼロにしてそしてプラスに
するために、お客様に喜ばれるもの作りをコツコツと
しながら努力し続けていきたい」と。この数年でさら
なる進化を遂げた仁井田本家さん。地域でそして日本
で愛される蔵を目指してこれからも進化しづつけて
ほしいと思いました。

手間をかけながら作り続ける張り子
　仁井田本家さんを後にして訪れたのが、三春の高柴
デコ屋敷でした。2018年の春に訪れて以来2度目の訪
問です。今回は、年末ということもあり、大黒屋さんに
立ち寄り干支張り子作りに挑戦しました。
　張り子は全て職人さんの手作り。大黒屋さんでは数
百種類の物を作っているそうです。主な物は、12干支
の張り子・三春人形（古風な人形で女性が踊っている
ような人形・大黒様）・お面（縁起物の飾るお面）・だる
ま（睨みをきかせて厄を寄せ付けないように怖い顔で

目が入っている）だそうです。
最近はメガネのフレームやア
クセサリーなども張り子で
作っているそうです。海外で
も人気が出始めたので海外に
も足を運んで張り子を紹介し
ているそうです。
　張り子の素材は和紙。木彫
りで掘った型に和紙を大きさ

に合わせて貼り重
ね、水に濡らし柔軟
性を持たせてシワを
伸ばして乾かし、型
を外して切り目
をふさいで
下地を塗
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日　時
内　容
参加費
お申し込み締切　ZOOM開催日の前日まで
必要なもの

参加の流れ
参加方法

サポート　　やり方がわからない方には電話でサポートいたします。
お問い合わせ　西山 070-5656-5621

ZOOM おしゃべり会

2021年4月17日（土）20時～21時、 5月8日（土）20時～21時
ズームでお話ししよう！！
無料

携帯かタブレットかパソコン 事前にZOOMのアプリをダウンロードしておいてください。
みんなの手にメールでお申し込み→事前にZOOMのアプリをダウンロード→ZOOMの招待メールを
みんなの手から参加者の方のメールかラインに配信→そこに書いてあるIDとパスワードで参加
参加希望者はお名前・メルアド・携帯電話番号を記載の上、みんなの手（minnanote123@gmail.com）ま
でメールでお申し込みください。

初の試み。ZOOMでつながって、皆で近況報告をしませんか。これなら遠くに住んでいるみんなでつながれる！まず
はおしゃべりから始めましょう。



り完成させるそうです。張り子の中には「豆で達者に」
という言い伝えから縁起担
ぎのための豆を入れている
そうです。完成まで１～２
週間。「手間と時間はかかる
ますが、心を込めて手作り
で作り続けているそう」と
のことでした。
　まずは、大きなところか
ら塗り小さなところは塗り
重ねるとのアドバイスに従
い、手作りの張り子に絵の
具を塗り始めました。「牛にならなくてもいいから」と
いう言葉に気負わずに取り組みました。見本に習って
作る人。オリジナルデザインで作る人。来年の抱負を
言葉で付け加える人。それぞれがそれぞれのペースで
牛の張り子を作り上げました。完成してから、全員の
張り子を並べて写真撮影。来年も良い年になりますよ
うにと願いを込めて。きっと良い年になりそうです。

手揚げと国産大豆にこだわる縁起食品三角油揚げ
　三春から須賀川に向かう途中に訪れたのは三角油
揚の大畑屋食品さん。江戸時代には豆腐屋さんは１０
７軒あったそうですが今は３軒しかなくなったそう
です。三角形は、舞鶴城という城が三春の町にあり舞
鶴の鶴が羽を伸ばしているのが縁起が良いというこ
とで三角形の物を食べるようになったのだそうです。
今残っているのが、三
春の油揚げとかんの
やさんのゆべし。福島
県人にとってはおな
じみの食品。私た
ちはふるさと
の食の歴

史を知り豊かな気持ちになりました。
　この三角揚げ。お聞き
すると、大畑屋食品さん
のこだわりがありまし
た。油揚げは昔から遠い
ところに旅をさせないで
地域で流通する物と言わ
れているので、地元で「手
揚げで頑張ろうとやって
いる」そうです。そして、
大豆もアメリカ産やカナ
ダ産の広く流通していま
すが、国産にこだわり国
産大豆を使っているそう

です。震災前は浜通りや会津の大豆を使っていました
が、震災後にやめてしまった農家さんもいたので、現在
は宮城県の大豆を使って作っているそうです。
　大豆以外は作り方も揚げ方も変わらず作り、毎日
3000枚、お盆などの繁忙期は5000枚の油揚げを出
荷。豆腐、ゆば、豆乳アイスクリームや焼き菓子なども
生産して販売しています。揚げたての油揚げ。ネギなど
の薬味と一緒にいただくととても美味しく安価な栄養
食品としてオススメです。大畑屋食品さんのこだわり
を聞き、ますますおいしく感じられました。

最先端の技術を用いて、天候に左右されない質の高い
イチゴ作りに取り組む
　こだわりの生産者に会いに郡山から、田村、三春そ
して須賀川まで足を伸ばしました。須賀川のおざわ農
園さんには夕方に到着。繁忙期で忙しいおざわさんは
その時間まで箱詰めの作業に追われていました。その
ような中で時間を取ってくださり温室を案内してく
ださいました。
　「今ここにある設備
は、日本でもイチゴ業界
の中で初めて入った設
備まで入っています。栃
木や九州などのイチゴ
栽培地に肩を並べるく
らいの品質の物を作り
たいと思っています」と
おざわさん。
　栽培方法は平地栽培

と高設栽培があり、四季成りのイチゴ栽培より、初冬
から初夏にかけて（11月から6月）に作る一期成りの
品種が多いそうです。おざわさんのイチゴは平地栽培
で一期成り。夏には輸入品や高冷地で作って補ってい
ることもあり、日本のイチゴの需要はあり、まだまだ
足りない状況だそうです。
　高設栽培のイチゴは小さくてたくさん取れるけれ
ど、平地栽培で、地面から取れるイチゴの方がおいし
いので、よりよいおいしいイチゴを安定して作るため
に、今年は人口太陽―高出力のLED―を取り入れた
そうです。極端に開発してもらったLEDはピンク色の
光。その光を点灯していただきました。全てがピンクの
色が見えましたが、5分くらいいると慣れてきて、目が
補正されてきてピンクの色が白く見えました。この光
は人間の目からはおかしく見えますが、イチゴの葉に
は大好物の光だそうで、二酸化酸素と一緒に葉の中で
糖化合物を作ってくれる最適な光の波長だそうです。
　人口太陽により天候に左右されることがなくイチ
ゴを栽培することができるようになったのだそうで
す。この設備を使い、おいしいイチゴが作れて、食糧危

機になったときにも
にも食糧を供給でき
るシステムが作れる
のではないか。そし
て、現在メーカーと共
同研究をしてモニタ
リングをしているの
で結果を出したいと
思っておられるとか。
　「福島は風評被害が
あった場所なので、不
純な天候にも対応す
るなどそれほどの技
術をもった農業じゃ
ないと世界に通用で
きないのではないか
と思い、意地でも頑張
ろうと思ってやって
いるんですよ」。おざ
わさんの自信に満ちた
態度に福島県の農業
の未来は明るいので
はないかと思い安心し

ました。
　帰りのバスの中でいただいた「とちおとめ」。とても
甘くて程よく酸っぱくて、「イチゴってこんなに甘く
て美味しかったのか」と驚きました。もしかして、世界
一番甘いイチゴなのではないかと思ったほどでした。

ふるさとのこだわりの作り手
　震災後、福島県産の一部の野菜や果物に出荷制限が
かかったり、風評被害で値段が暴落してしまったり、
県内の生産者さんは大変な時期を経験されたと思い
ます。その後に日本全国で福島を応援するために福島
産の物を購入してくださる方が増えなんとか凌げた
生産者の方もおられると思います。そんな状況の中
で、自らのこだわりを貫き、ものづくりにこだわった
生産者さんが県内におられることを私たちは誇りに
思いました。その結果、素晴らしいものが生み出され、
質の高い物を買い求められるようになりました。
　福島だからこそ完成した素晴らしい品々。作り手さ
んが守り続けた信念とたゆまない努力。こだわって貫
いた福島プライド。私たちはそんな福島プライドを自
ら取り入れて生きていこうと思います。
　繁忙期にもかかわらず私たちを快く受け入れてく
ださった県内の訪問先の皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。

★前半は2月号のニュースレターに掲載しています。
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　2021年3月21日、私たちは、ふるさととつながろうツ
アーで初めて双葉地方を訪れました。震災10年目の節
目の年であることから福島第一原子力発電所の事故を
振り返り、現在の状況を把握するためのツアーでした。
今回のツアーは、震災後に関東から富岡町に移住され
新たなまちづくりに取り組む鈴木さん夫妻と、毎年ツ
アーでお世話になっている東和町の有機農家民宿「遊
雲の里」オーナーの菅野さんに案内していただきました。

広野町二ツ沼直売所「のらっこ」へ
　いわき駅を出発して、まず訪れたのは広野町の二ツ
沼総合公園内に設置され
た直売所「のらっこ」。農薬
を控え、自然に育られた地
元の農作物を販売する場
であるだけでなく、生きが
い農業の場でありコミュ
ニティー作りをすること
も目的とされている「のらっこ」。店内には、地元の採
れたての農産物が安価で販売されていました。北限の
ミカンの里として広野町のミカンで作ったストレー
トミカンジュースも酸味がきいていてさっぱりした
味でした。代表の新妻さんが育てた合鴨農法米も販売
されていました。

復興拠点Jビレッジへ
　次に向かったのが、Jビレッジです。日本のサッカー
のメッカとして親しまれていたサッカーの拠点が、震
災直後は、原発作業に携わる方々の拠点となり災害復

旧に寄与した場所です
が、現在は、以前のように
サッカーの拠点として機
能していて、訪れた日も
サッカーの試合の最中で
した。東京オリッピック
では聖火リレーのスター
ト地点。聖火が運ばれる
ドームの近くを遠くから
見ながら、10年前、作業員
の方々の車で溢れていた
駐車場がきれいな芝の
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第 8回　ふるさととつながろうツアー「原発災害と向き合う」を振り返って

サッカー場に戻ったこ
とを嬉しく思いました。

富岡町訪問
　その後は、ガイドの鈴
木さんの住む富岡町へ。
富岡駅は津波で流され
た駅が完全に復旧して
いました。近くにはコン
パクトシティが作られ
ていて町が整っている
ように見えました。コン
パクトシティは、集合住
宅、住宅エリア、行政施
設、商業施設、農地、福
祉・医療施設、再生可能
エネルギーなどの様々
な機能が集約し、相互に
連携、補完し、復興と帰
還を促進する目的で形成されました。現在、富岡町だ
けでなく、広野、楢葉、川内村、大熊、浪江等の町内の復
興拠点を中心に作られています。富岡町のコンパクト
シティでは、住民が農業をしたり、皆が集まってマル
シェをしたりと盛り上がっているようにお聞きしま
した。住民の方々がそれぞれのライフスタイルを保ち
ながら地区の独自性を生かし住民主導の町づくりが
進めばいいと思いました。
　普段は、天気に恵まれるみんなの手のツアーです
が、今回初めて天気に恵まれず、強風と雨の中、富岡漁
港や個人経営のワイナリーを訪れました。富岡漁港に
はよく釣れるという釣り船が停まっていました。太平
洋を一望できる絶好のロケーションのワイナリー。天
気の良い日にまた訪れたいと思いました。

夜の森の桜並木
　次に桜で有名な夜の森方面に向かいました。震災直
後から強制避難区域になり、現在も一部をのぞいて帰
還困難区域になっている夜の森の桜並木。道路が解除
された地域もあり一部桜が見れるところがありまし
た。つぼみの中に咲いている花が少しだけ見れました
が満開になるまで後少しかかりそうです。バリケード

の先の桜並木を見れないこ
とがとても残念に思えまし
た。何年もこの桜の花が見れ
ない住民の方の思いを考え
ると本当にやりきれない思
いでいっぱいでした。鈴木さ
んから、2年前「特定復興再生
拠点区域」の避難指示解除に
なったものの居住地が含ま
れてなかったため、帰還を楽しみにされていた複数の
家族が帰還を諦めたとお聞きしました。多くの方々が
まだ自宅に帰れないという現実を私たちは真摯に受
け止めなければならないと思いました。

ふたばいんふぉ
　昼近くになり、富岡町内、学びの森を経由して、鈴木さ
んの活動拠点である「ふたばいんふぉ」を訪れました。
「ふたばいんふぉ」は双葉郡の総合インフォメーションセ
ンターとして、双葉８町村の現状を共有し広く伝えるた
めに、民間団体である双葉郡未来会議が運営者となっ
て開設されました。単なるアーカイブ施設というだけで
はなく、住民目線での捉え方、伝え方を自らが発信する
ことで、よりダイレクトに双葉郡のリアリティを届けてい

ます。情報発信基地は、地元だけで
なく県外からも多くの方々が訪れ、
皆が集う場にもなっているそうです。
私たちはランチをいただきながら鈴
木亮さん、香織さんご夫妻と参加者
の交流の場を持ちました。

富岡移住への思い
　関東出身のお二人。震災前から福島の有機農家さん
とご縁がある亮さんと震災後に環境ボランティアと
して福島に訪れた香織さんは環境NGOでの活動を通
じて出会いました。互いに仕事の関係で住まいは富岡
と東京と離れていましたが、遠距離交際を経て5年後
に結婚、その3年後に出産。それを機に富岡への移住を
決意しました。移住の決め手は１週間の「お試し移住」
だそうです。その１週間の間に富岡の町づくりに携
わっている移住者に出会い富岡の未来への思いを聞
いたり、地元の人たちの懐の深さを感じ、富岡の魅力

に取り憑かれ移住を決意したそうです。最初は不安は
あったものの、移住して子育てをしている同世代とつ
ながりながら富岡町の再生を一緒に考えられること
や教育に関しても少人数制で子育て環境も整ってい
ることも魅力と感じるようになったそうです。２歳に
なったばかりの娘さんの郷ちゃんと３人で富岡に根
付き、住民として暮らしている姿に私たちは心を動か
されました。鈴木さん夫妻のように県外から福島県に
移住される方もあれば、避難先に移住されている方、
避難中の方、春から福島に帰還される方など、自らが
生きる場所を選択し、他者の選択を尊重しながらこの
場所で集えることができたことは嬉しい限りです。

東日本大震災・原発事故伝承館
　午後からは、2020
年9月にオープンした
「東日本大震災・原発
事故伝承館」を訪れま
した。海に面した広々
とした敷地に建てら
れた真っ白な建物。室
内に入りまずは５分
間のフィルムを見ま
した。福島県で最初に
原発がスタートした
昭和41年から45年
目、地震が起き、その
後発生した津波により電源喪失になり起きた原発事
故。その原発事故を未来や世界に伝えることや防災・
減災につなげることそして福島県の復興を加速する
ことを目的に建てられた伝承館。そのショートフィル
ムに涙ぐみながら、伝承館ツアーが始まりました。
　展示内容は、原発事故の発生、その後の対応、長期化
する原発事故による影響、復興にむけた取り組みなど
の展示、語り部の方のお話を伺うブースなど、震災の
知識がない人でも理解できるような内容でした。福島
第一発電所の模型もあり、どのようにして事故が起
こったのかわかりやすく説明してあり、質問すれば
スタッフの方が答えてくださるので大変役に立
ちました。
　訪問前に伝承館の批判を聞いていまし
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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
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Report

た。しかし、実際訪れてみると、スタッフの方も地元の
方で、熱心に事故のことやご自分の思いも伝えてくれ
ました。批判を受けて、新たに「安全神話の崩壊」に関
しての説明を追加したり、内容もアップデートしなが
ら改善していっているとお聞きしました。語り部のお
話を聞いた参加者の方から、当事者の思いを直接知る
ことができたことがいい体験になったとお聞きしま
した。参加者の多くが伝承館を見学されて満足したこ
とがわかりました。もっと重い内容になると消化でき
ないのでこれくらいの内容がちょうどいいという意
見もありました。展示や映像などが豊富にあり２時間
の見学の時間でも足りないくらいだったそうなので、
今度ゆっくりまた訪れたいとの声もありました。

浪江町請戸地区へ
　伝承館を後にして、
浪江町の請戸地区を
訪問しました。この地
区は津波の被害に遭い、小学校と集会所などの一部の
建物以外は全て流されました。海岸から200mにある
請戸小学校にも津波が押し寄せ1階の天井まで達しま
したが、生徒たちは、先生と一緒に2キロ先の高台の大
平山を目指して逃げて全員が助かったそうです。私た
ちは高台から小学校を見下ろしながら、震災当日のこ
とを考えました。長い距離を小学生たちがどれほど不
安な気持ちで歩いたのかを想像すると胸が締め付け
れるほどでした。大平山霊園に立ち寄り、津波の被害
にあった方々のために建立された慰霊碑に祈りを捧
げました。津波の被害に遭われ命を落とされた方々
や、原発事故により警戒区域になり、救助ができない
ために命を落とした方々がおられることを私たちは
福島県人として忘れてはならないと思いました。

グランドオープニング＠道の駅なみえ
　最後に、私たちは新しいショップのグランドオープ
ングを祝う『道の駅なみえ』を訪れました。そこには案
内役の菅野さんの娘さんの瑞穂さんが働いていまし
た。二本松市東和町出身の瑞穂さん。有機農家のお父
様の元で農業を学び、「きぼうのたねカンパニー」を設
立して、未来に続く農業を営みワークショップを通じ
て自然と人をつなぐ活動されてきた瑞穂さん。活動を
振り返るために宮城県南三陸に拠点を移して1年。「道
の駅なみえ」のポジションを知り浪江町に移住。移住
のきっかけは、震災後、浪江町から二本松市に避難さ
れてきた方々に自分が何かできないかと思ってい
たことにあるそうです。浪江の営農再開を応援しな

がら、検査の必要のない安心安全な農作物を育てるこ
　とができるようになる時まで見届け、未来に伝える
ことが使命と感じているそうです。現在は、「道の駅な
みえ」で働きながら農業を営んでいます。つながろう
ツアーで東和町のお父様の農家民宿を訪れてお会い
したのが3年前。東和町にいた時よりも逞しくなり、自
分の夢に向かって励んでいる姿は輝いて見えました。

ツアーの振り返り
　ここで、案内してくださった鈴木さんと菅野さんと
お別れしました。いわきに向かう帰りのバスの中で
は、長い1日を振り返り感想を述べ合いました。伝承館
の訪問は薄れかけていた震災の記憶を鮮明にしてく
れました。現地ツアーでは、福島県内に帰還困難区域
があり、まだ多くの方々が自宅に帰れないという現実
を直視し、今後の課題について考えることができまし
た。さらには、新たな町づくりに取り組む方々とお会
いして思いやビジョンを伺い、長いスパンで町の再生
を考えることができました。今後、町に活気が戻り、住
民の方々が望む町づくりが進むように願っています。
そして、私たちは、これからもつながりながら、ふるさ
とと共に歩んでいきたいと思っています。

～けやきの樹にしあわせの
虹かけよう若い血汐を燃やして
嵐をこえて雪崩に耐えて
豊かなふるさと福島をつくろう
ちから満ちる　あしおと高らかに
ああ　福島県

きびたき歌う尾根を背に
手をつなごう若いあこがれむすんで
町から村へ　ひとつにみのる
楽しいふるさと福島をつくろう
こころあわせ　つち音絶やさずに
ああ　福島県～

福島県民の歌（抜粋）

Report



　今年は、震災から10年の節目の年。地域の市民団体
と共に、地域と共に歩んできた10年間を振り返りフォー
ラムを開催いたしました。地域の支援者の方と避難者の
方々が集い、貴重な時間を過ごすことができました。

福島での活動
　ふるさととつながろうツアーでは、中通り、浜通り、
会津地方を訪れて、歴史、自然、環境、防災、資源、農業、
震災について学ぶ機会を持ちました。訪問先では、
様々な出会いがあり、ふるさとの良さを再発見し、人
の温かさに触れ、それぞれが頑張る姿に励まされるこ
とも多々ありました。今年度は、１泊2日のキャンプや
宿泊が２回あり参加者通し一緒に過ごす時間が長く、
互いの距離が縮まったように思いました。
　桧原湖での夏と冬の自然体験、こだわりの生産者と
の出会い、先人たちの生き方を学び座禅にチャレンジ
した会津ツアー。福島の豊かな自然や文化に触れ、生
産者の様々な取り組みを知ることができた実りある
生産者視察ツアー。生きる力を学ぶための防災キャン
プや福島県の防災の取り組みを学びに訪れた福島県
の危機管理センターのツアーでは、防災意識、危機管理
意識を高めることができました。震災後に設置された
海洋風力発電所や今年度オープンした東日本大震災・
原子力災害伝承館の見学では再生エネルギーや原発
事故に関して改めて考える機会になりました。復興し
ていく中でまだ帰還困難区域があることを私たちは
真摯に受け止めなければならないと思いました。今も
地域再生に向けて活動されている方々がおられるこ
となどを知り胸が熱くなりました。
　今年度もみんなの手の活動にご参加いただいた皆
様、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。来
年度もみなさまにお会いできるのを楽しみしておりま
す。今年度からZOOMを使った相談会をスタートしまし
た。これからはおしゃべり会の他コンテンツを広げてい
く予定ですので、遠方の方もつながれれば嬉しいです。
　京都伏見を拠点にしてきたみんなの手。これからも
もっと多くの皆さんとつながりたいと思っています。
距離を超えてつながり続けましょう。来年度もよろ
しくお願いします。
～ひとりぼっちじゃない。みんな一緒に手を
つなごう！～
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夕食交流会
2020年7月 防災メニュー実演＆和ろうそく体験＠きのわ
2020年9月 麹料理と能の楽しみ方＠きのわ
2020年10月 ココロとカラダのリラクゼーション＠きのわ
2020年12月 クリスマス会＠きのわ　
2021年1月 リラクゼーション＆開運セミナー＠きのわ
2021年3月 春待ち交流会＠きのわ

交流バスツアー
2020年8月 夏の交流ツアー「和歌山県南紀白浜で過ごす海の一日」
 ＠南紀白浜
2020年11月 芋煮会in天川村＆泥川温泉交流会
 ＠奈良県泥川キャンプ場・泥川温泉
2020年11月 紅葉狩りバスツアー「庭師の案内する京都」
 ＠無鄰菴・金戒巧妙寺・妙顕寺

フォーラム
2021年3月 東日本大震災10周年祈念イベント「共に歩んだ10年、そしてこれから」＠伏見区役所ホール

ふるさととつながろうツアー
2020年７月 いわきの海洋資源について学ぶツアー　訪問先：NPO法人ピープルズ「天空の里山＆海洋風力発電所＆ふくしま海洋科学館
2020年8月 裏磐梯の自然体験交流ツアー　訪問先：桧原湖松原キャンプ場
2020年８月 災害に備え生きる力を学ぶツアー　訪問先：フォレストパークあだたら＆福島県危機管理センター
2020年９月 「天に栄える」天栄村の黄金ツアー
 訪問先：ふるさと伝承歴史館＆桑名邸遺跡＆龍ケ塚古墳＆幡谷ファーム＆天空のハーモニー＆涌井の清水
2020年11月 歴史と心に向き合う会津ツアー　訪問先：会津藩校日新館＆正雲寺
2020年12月 環境や味にこだわる生産者ツアー　訪問先：鈴木農場＆仁井田本家＆高柴デコ屋敷＆大畑屋食品＆おざわ農園
2021年2月 冬の裏磐梯の自然体験ツアー　訪問先：土津神社＆桧原湖森のうた
2021年3月 原子力災害と向き合うツアー
 訪問先：二ツ沼直売所＆Jヴィレッジ＆富岡町町内＆ふたばいんふぉ＆東日本大震災・原子力災害伝承館＆請戸小学校＆道の駅なみえ

関西での活動
　今年度は、コロナ渦において、ココロとカラダを整え健
やかな生活を送っていただけるように、そして情報共有や
つながりの場作りができるように、みんなの手のオフィスや
きのわでの交流会や恒例のバスツアーなどを行いました。
　夕食交流会では、大人の料理教室やヨガなどの定期
ワークショップに加えて、毎回ゲストを迎えて盛りだくさ
んの内容を体験していただきました。時短レシピや防災
メニュー、おせち料理から季節の食材を使った料理教
室はとても人気でした。ヨガレッスンは本格的にカラダ
を動かし柔軟性を高めリラクゼーションを高める統合
ワークでした。終わった後はスッキリ。年度末には参加
者の柔軟性が高まったと伺いました。他にも和ろうそく
作り、能のお話やお譜の練習、開運セミナー、ウエルネス
セミナー等のセミナーや文化体験などを通じて気分転
換や心のリセットができたのではないかと思います。
　恒例のバスツアーは夏は水遊びに和歌山へ、そして
芋煮会は奈良県に出かけました。奈良では福島から避
難し現在ご近所に居住している方に案内いただきま
した。運良く紅葉を楽しむことができて皆で協力して
作りいただくいも煮は最高でした。11月末には、庭園
の専門家に案内いただき京都の庭園を廻りました。京
都の庭園の素晴らしさに魅了され癒されました。

みんなの手の活動サマリー 2020年度の活動を振り返って
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