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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。

梅雨が降るたびに夏が近づいていくように思えます。
みんなの手では、今年も恒例の海水浴バスツアーを企
画しています。１年ぶりに京丹後を訪れて日本海の景
色を思う存分楽しみましょう。夏のふるさととつなが
ろうツアーのプランが決定しました。今年の夏もみん
なの輪をつなげていきましょう。
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2021 July

京都の海を楽しみたい～京丹後海水浴＆観光ツアー～
日　時
内　容

参加費

その他

お申込

2021年８月8日（日）
海水浴　もしくは観光・温泉入浴・買い物　ランチ　交流 
 7時　大阪駅
  8時　京都駅出発
11時　京丹後市八丁浜到着
　　　 海水浴　もしくは観光
　　　 ランチ
　　　 海水浴もしくは観光
　　　 入浴
21時　京都駅
22時　大阪駅到着
ランチ代金
状況によっては変更もありうることをご承知おきください。
変更の際は申込者の方にご連絡いたします。
締め切り 　8月３日
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。

みんなの夕食会 ７月
日　時
内　容

参加費
お願い

2021年7月31日（土）13時～受付
13時半～14時半　ボディメンテナンス
　　　　　 やぎ接骨院 院長　八木賀史先生
15時～　　季節のお料理教室　土井勝料理教室Lab
16時半～　ラクラクヨガ　松永美幸先生
18～19時　夕食会
19～20時　プチコンサート～初夏の夜を心地よく～
大人 1000円　子ども（小学生以下） 500円
食事の準備の関係でキャンセルは前日までにお願いします。

みんなの手 主催イベント

避難交流バスツアー

☆片鼻呼吸法☆
－自律神経を整え、ストレス緩和、
内臓など各器官に正常な働きを与える効果－

① 安楽座で、背筋を
伸ばして座る。
② 右手の人差し指
と中指を眉間のあ
たりに置き、左手は
膝の上に置く。
③ 目を閉じたまま、
両鼻から息を吐き
切ったら、親指で右
の鼻を抑え、左の鼻
から息を吸う。
④ 薬指と小指で、左
の鼻を抑えながら、
右の鼻で息を吐き、
そのまま右の鼻か
ら息を吸う。
⑤ 親指で右の鼻を
抑えながら、左の鼻で息を吐く。
⑥ 3～5往復行う。
⑦ 往復が終わったら、右手を膝の上に置き、自然な呼
吸に戻す。

　いかがでしたか？
　いつでもできるマッサージを行って、呼吸法で今の
ご自身に目を向けて、夏を乗り切っていきましょう。
　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“夏バテ防止呼吸法”～

　こんにちは。ヨガインストラクターのMiyukiです。
京都の伏見で、インストラクターとして、活動してお
り、今年から、新ジャンルのアーシングヨガのインス
トラクターをしております。

　梅雨もそろそろ明け始め、本格的な夏がやってきま
すね。
　気温が高くなると、暑さとともに、夏バテを感じる
方も増えてきます。
　夏バテは呼吸の疲れからくるものとも言われます
ので、細く長く、力強い呼吸をする為のケアとして、夏
バテを感じる前に、呼吸法でケアしていきましょう。

＊呼吸法を行う際の注意＊
呼吸法は、横隔膜を大きく動かし、内臓に
刺激を与えるので食後は避けましょう。

☆呼吸法を深めるためのヘッドケア
（側頭部のマッサージ）☆
－咀嚼筋ともいわれる筋肉があり、
心の緊張をやわらげ、食いしばりにも効果的－

① 耳の上に手のひらを置き、付け根部分で、側頭筋を
　くるくると回しながら、ほぐす。
② 最初に置いた手のひらより、3センチほど上も同様
　に行う。
＊気持ちいいと感じるくらいの圧で行う。
　きつくしすぎないように＊
③ 10回ほどくるくると回し、頭の軽さを感じる。
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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

奥会津の山村暮らし体験ツアー 森に囲まれ水資源豊かな奥会津を訪れ、森のパワーをいただき、
山村暮らしを体験しましょう。

第2回

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
Zoomレッスン
日時：毎週月曜日
　　　13:30~15:00
参加費：1,500 円

中上級クラス　Zoomレッスン
日時：毎週木曜日 9:30~11:00
参加費：1,500 円

小学生クラス　Zoomレッスン
日時：毎週火曜日 15:45~16:45
参加費：1,000 円

夕食交流会
講師：土井勝料理教室 Lab

ラクラクYoga
講師：Miyuki　夕食交流会にて

未来のワクワクを創る個人セッション
講師：太田 布希　他
（ご希望の方は直接みんなの手まで
お申し込みください）

Information Information

ふるさととつながろうツアー
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歴史の潮流に学ぶツアー 震災とコロナ禍を乗り越え受け継がれる相馬野
馬追。その歴史の息吹を感じにいきましょう。

第1回

2021年7月24日（土）
もしくは　7月24日（土）～25日（日）
　　以下から日程をお選びください。

日　程

その他

7月24日（土）
8時半　 いわき駅集合

南相馬市歴史博物館～野追い特別展
（受け継がれる伝統の力・相馬野馬追）
カネヨ水産海鮮市場（ランチ）

13時半　野馬土（地元のNPO法人との交流）
相馬市町中周遊、馬陵公園
大須松川ライン、伝承鎮魂記念館
メガソーラ、ロボットテストフィールド

17時半　南相馬周辺で宿泊　
7月25日（日）
8時半　  集合

相馬野馬追行列見学
14時　　いわき駅解散
①～③から希望の日程を選択ください。
相馬野馬追のメインイベントは無観客での開
催により、行列のみの見学になります。
状況によっては変更もありうることをご承知
おきください。変更の際は申込者の方にご連絡
いたします。

8月14日（土）～15日（日）
8月14日 8:30　郡山駅
8月15日 14:00　郡山駅
食事代
15名（お申し込みが多い場
合はこれまでの参加回数
が少ない方を優先します）

日　程 8月14日（土）
8時半　 郡山駅 集合

只見町到着、沢のぼり体験、ランチ、
山村暮らし体験、温泉入浴
（夜の活動　天体観測もしくは交流会）宿泊

8月15日（日）
田小倉ダム見学、
ただみ・ブナと水のミュージアム見学

14時　  郡山駅　解散

日　時
集　合
解　散
参加費
定　員

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。
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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
　　　　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

朝ヨーガ不定期

快適片付け不定期 未来ワクワク不定期 季節の料理講座食事会 ラクラクYoga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

第 2大人英語
（中上級）

鍼灸マッサージ予約毎週 毎週大人英語
（初級集中）　

毎週 小学生英語

楽しく身につく大人の英語クラス

食事代
15名（お申し込みが多い場合は抽選で決定。
参加回数が少ない方を優先します）
７月24日のみの参加もOK

1日ご参加の方
　7月24日
①いわき駅から参加の方
　集合 8時半　いわき駅みどりの窓口前
　解散 19時半～20時　いわき駅
②相馬駅から参加の方
　集合 13時　相馬駅
　解散 18時　相馬駅
※原ノ町駅から参加も可能なので希望さ
れる方はご連絡ください。
２日間ご参加の方
③7月24日
　集合 8時半　いわき駅みどりの窓口前
　７月25日　解散 14時　 いわき駅

日　時

集合・解散

参加費
定　員



ラジオパーソナリティー・朗読家/司会・
Voiceレッスンコーチ　FMおとくに862 
「円山サリーのコトバのチカラで
Good Morning」担当。

西山 「今日は本当ありがとうございます。サリーさん
は、ラジオの番組をされているとお聴きしましたがど
のような番組なんでしょうか」
サリー 「毎週土曜日の朝9時半から10時40分まで
「円山サリーのコトバのチカラでGood Morning」と
いう番組をしています。ずっと朗読家としてやってきて、
言葉の力ってすごいなって実感として持っているんで
なんとなく、さりげなく、言葉の力って大事だということ
を発信できたらいいなって思って放送しています。」
西山 「来月からのみんなの手のニュースレターに記事
はどのような内容になりますか」
サリー 「月一回のコラムに、ラジオで喋っているよう
なことや自分が発信して印象に残ったことをまとめ
て書いてみます。その中で私が感じたことや、Twitter
などでダイレクトに返ってくる感想をこういうふう
に受け取って、こういう風に感じてくれているんだと
いうことを文章で書けたらなと思っています」
西山 「すごく素敵。期待大ですね。」
サリー 「言葉というのはみなさんが思っている以上にパ
ワーがあるのでそれをコラムで伝えられたらいいなと
思っています。皆さんは無意識で使っていますが言葉と
いうのは思っているよりもパワーがあるんです。ただ、じゃ
あポジティブな言葉を使おうということではなくて、ネガ
ティブもポジティブもあるわけだから大事なことはネガ
ティブがダメなのではなくて、言葉はパワーがあるから元
気を与えることもできますし、反面傷つけることもできて
しまいます。どんなことでも両面がありますよね。力がある
となると使い方によってはその両面に働くわけです。だか
らどっちがいいとか悪いとかではなくて、一人一人が使っ
ている言葉は他人にも、自分自身にもものすごく影響を
与えているんだよ、ということを伝えたいですね」
西山 「わかりました。話を戻しますが、 サリーさんが
担当しているラジオ局はどこですか？」
サリー 「地域のコミュニティラジオです。ただものす
ごく発信力がありまして、全国数多ラジオ局の中でも
Twitterトレンド入りするような放送局です」
西山 「そこで1年間番組を担当されていて、自分の中で
1番印象に残っていることや1年間を振り返ってやっ
ててよかったことはありますか？」

サリー 「コロナ禍でみなさん大変だと仰りますがその
中でテレビ離れが起きていまして。どの曲をつけてもコ
ロナのニュースばかりやっていて嫌になっているような
んです。毎日毎日家にいて気が塞ぎますよね。それで、自
分の気持ちをあげるためにYouTubeを見たり、音楽を
聴いたりとかテレビ以外を利用する中でラジオにいっ
たんです。流し聞きできることがラジオのメリットで、画
面もない。そうすると何が起きるかというと想像力が生
じるんです。耳だけ、声だけで言葉が入るんです。他のこ
とをやりながら聞くと全てが入るわけではないですが、
ふとした時にその人に必要なことが入ったり残ったりす
るんです。それでいいんですよ。そんな中でラジオが見
直されていて、そういった背景があってラジオを聞く人
が増えたんです。今はアプリで気軽に聴けるでしょう。そ
うなると何が起こるか。全国の方が私の番組を聞くんで
す。昨日もTwitterで九州の方から感想が来ましたし、
関東の方からもきました。普通ならありえないんです。」
西山 「それは素敵ですね。サリーさんはいろんな方とつながっ
ていらっしゃいますが、それはラジオのおかげなんですか？」
サリー 「ラジオを通じてばかりではないですけど、ゲス
トとしてお呼びした方と関わることによってまたいろん
な人と繋がっていくということはあります。今は繋がりが
すごく大事ですよね。それに誰と繋がるかということも
大事だと思います。選ぶということではないでしょうが、
ある意味では選ぶことにもなるのかな……コロナ禍に
なって人と会えなくなりましたよね。会えなくなった分、
誰もが繋がりというものをより意識するようになったん
です。今まで当たり前にできていたことができなくなった
からこそ、繋がりというものがいかに大切なのかをみん
な感じていますよね。ラジオというのもパーソナリティの
私と、リスナーさんと、顔は見えなくても繋がりで作って
いる時間ですし、豊かな時間です。やっぱり人と人の繋
がりというのはすごいですね。今までそれに気づかな
かったし気づいててもなかなか実感できなかった。それ
はいつでも手に届くところにあったからだと思います。」
西山 「なるほど。ラジオのことや言葉の大切さのことも学
べて嬉しいです。来月からよろしくお願いします」

Columun! Columun!

2021 年度のみんなの手の活動サポーター紹介
放射能測定 安斎育郎先生の近況報告

みんなの手の活動にご協力いただいていた立命館大学名誉教授の安斎育郎先生に今年度も引き続き、福島県の自宅
や自宅周りの放射線測定を行っていただきます。家の周りや畑、学校までの通学路等の放射線量を測り結果を報告
していただき、改善案などの相談にも乗っていただきます。先生には2019年度に１年間コラムを連載していただい
ておりましたが、今月は先生の近況を伺いました。
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7月からコラムを担当していただけるラジオのパーソ
ナリティーをされているサリーさんのインタビュー
をさせていただきましたのでご紹介します。

新コラム「コトバのチカラ」の寄稿者インタビュー

経歴 東京生まれ。東京大学工学部原子力工学科卒業。同大学
大学院工学系研究科原子力工学専門課程博士課程修了工学
博士。「放射線管理におけるPersonnel Monitoringに伴う不
確定さの確率論的評価に関する研究」。立命館大学経済学部
教授。「核実験停止を求める国際科学者フォーラム」に招待さ
れる。京都造形芸術大学非常勤講師として平和学を担当。
現在 立命館大学定年退任、名誉教授。

安斎 育郎 先生

円山サリー

　「電力企業と国家の傲岸に／立ち向かって４
０年、力及ばず／原発は本性を剥き出し／ふる
さとの過去・現在・未来を奪った／人々に伝え
たい／感性を研ぎ澄まし／知恵をふりしぼり
／力を結び合わせて／不条理に立ち向かう勇
気を！／科学と命への限りない愛の力で！
２０２１年３月１１日　早川篤雄・安斎育郎」

　放射線防護学者として「福島被災者支援」に取り組ん
で10年、私もこの4月に81歳になりましたが、調査・相
談・学習活動への取り組みはまだまだ続きます。事故か
ら10年目の2021年3月11日、私は楢葉町の浄土宗の
古刹・宝鏡寺に、第30世住職の早川篤雄さんとともに、
境内に「原発悔恨・伝言の碑」を建立し、その横に、「ヒロ
シマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」という平和博
物館を立ち上げました。ちょうどその日、私はウィー
ン・ユネスコ・クラブから「地球市民賞」を受賞したので
すが、長年にわたって国際平和博物館運動に貢献した
ことと、「福島プロジェクト」を通じて被災者支援のボ
ランティア活動を続けてきたことなどが受賞理由でし
た。しゃれたことに、認小証には、授賞日「２０２１年３
月１１日」、授賞場所「福島県宝鏡寺」と書いてありまし
た。さすがは「地球市民賞」、福島県がどこの国にあるの
かも書いてありません。「国」の枠組みを超え、「地球」と
いう一つの惑星の視点で見ているのですね。
　宝鏡寺境内の「原発悔恨・伝言の碑」には。次のような
私の詩が刻まれています。

　また、隣接する「伝言館」は木造２階建ての博物館で、
人々が二度と核の被害に遭うことのないよう、広島・長
崎の原爆被害、ビキニ水爆実験の被害、福島原発の被害
について展示するとともに、「調査・相談・学習のご
要請があればお申し出下さい」と呼びかけてい
ます。館長は早川篤雄住職、私と東邦大学名
誉教授の桂川秀嗣さん（福島プロジェク

「ストップ・コロナ」のワン君の周りに、エゴマ・キャンドル勢ぞろい
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ト・メンバー）が副館長で、すでに「トリチウム汚染水の
海洋放出問題」や「福井県知事による高齢原発運転容認
問題」などについて館長・副館長声明を発出して抗議し
ています。
　また、「福島プロジェクト」は、調査・相談・学習活動に
加えて、福島の産品の普及活動の支援をしています。い
ま商品化目前に迫っているのは、浪江町で生産された
エゴマをベースにした「エゴマ・キャンドル」で、商品名
は“HONOKA”。道の駅やさまざまなイベントで普及し
たいと考えています。HONOKAはイベントや災害時
の光源・熱源としてきっと役立つと思います。

　というわけで、私も新型コロナ・ウィルスに感染する
と重症化のリスクが高い年齢になりましたが、感染に
注意しながらまだまだ福島支援を完全ボランティア活
動として継続しますので、調査などのご要望があれば
遠慮なくお申し付けください。

福島原発事故から 10 年－挑戦はまだ続く



土井敏久  お料理プロデューサー
日本の家庭料理・郷土料理の地域の食
生活文化向上を目指し実践研究型教育
プログラムや食生活文化ビジネスのプ
ラットフォームを主宰。店舗(CSC)展
開・商品リサーチ販売・交流勉強
会・提携連携会議・女性の産業
雇用創造を行う。

Columun! Columun!
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西山 「お父様（土井勝さん）とお母様が料理研究家と言
う事ですがおうちでは食についてどのようなことを
学んできましたか」
土井 「父は、料理研究家、母は、家庭料理研究家でした。
但し、私の印象では、料理学校の校長先生と副校長先
生で、お料理の先生という感じでした。料理学校はプ
ロを養成する学校ではなく、家族のために作る家庭料
理の学校でしたね。自分にとって、食事とは、ごはんが
主食で、食卓には旬の食材のおかずや常備菜といろい
ろな副菜があったので、ご馳走とは、主菜がわからな
い、毎日飽きないものだと思ってきました」
西山 「土井先生の肩書きはお料理プロデューサーと伺
いました。その肩書きにこだわりがあるとお聞きしま
したが」
土井 「命というものの意味合いが希薄になって、テレ
ビでも料理の先生がお肉とかお野菜の「お」をつけな
くなったんですよ。料理番組を見ていても「お肉」では
なく「肉」、「お野菜」でなくて「野菜」と呼ぶわけです
よ。でも「お」には意味があるじゃないですか。食材に
対して、生産者さんに対しての感謝、そして料理をして
くださる方への感謝の気持ちです。私は、プロデュー
サーとして仕事をする上で、お料理に対してのリスペク
トや感謝を表現しようと思いまして、“お”にこだわり
“お料理プロデューサーと名乗ることにしたのです」
西山 「それはすごいこだわりですね。料理研究家のお
うちに生まれ育ち、お料理プロデューサーをされてい
る土井さんにとって食べることって何ですか」
土井 「食べること=楽しむことです。食べることとい
うのは、実は楽しんでやらないとダメなんです。例え
ば栄養検査をきっちりとしたプロの職人のいろんな
こだわりが詰まったお料理が出てきても、難しい話を
されては美味しくないですよね。家庭料理を吟味する
ことは大切です。でも、健康にもなるからといやいや
食べたらダメです。食べることを楽しみながら食べて
コミュニケーションが取れること、それが大切なんで
すよね。親子間でも仕事場も。昔だったら飲み会を開
いてコミュニケーションを取ろうという上司の計ら
いがありましたけど、残念なことに今はそんなことが
ほとんどないですね」
西山 「話は変わりますが、昨年から新型コロナウイル
スに関して土井さんの見解は？」

土井 「自分の体には菌も雑菌もいるわけですし共存し
ているでしょう。これまで世界では人類の共存に重き
をおいていましたが、これからの共存を考えるに人
間、自然や動物、菌もウイルスも、、、もっと大きな視点
で考えなければならないと思います。これまで自然と
共存してきた日本にはたくさんのヒントがあるはず
だと思います」
西山 「確かに。菌を上手に取り入れているのが日本食
ですものね。では、ポストコロナに期待する点はなん
ですか？」
土井 「皆さんが外食の代わりにおうちで家庭料理を作
るようになられて、それがもっと進化し、突き詰めて
家庭で出汁を取ったりとか基本的な家庭料理をした
りして、もっとおいしいものが食べるようになれるよ
うになるのでは思っています」
西山 「なるほど家庭料理の質の向上ですね。たまには
外食もしたいですが。さてさて、来月からどのような
記事を投稿していただけるのでしょうか？」
土井 「四季のある国、日本で、各地域の風土の手づくり
の味があります。その日本の味と自然と共存できる暮
らしや人々の暮らしぶりについて紹介いたします。私
のコラムをお読みになり食生活文化を楽しめるヒン
トになればいいと思っています」
西山 「それは楽しみです。それから毎月１回みんなの
手の夕食会で行われる季節の料理教室「暮らしの味わ
い講座」ではどのようなことを教えていただけます
か？」
土井 「毎月テーマ食材を決めて、その食材と数種類の
おかずの献立の作り方を紹介し、皆さんで試食してい
ただきたいと思っています。テキストもお渡しします
ので、自宅でも手軽に簡単に作っていただけると思い
ます」
西山 「これから１年間よろしくお願いします」

1972年 鎌倉市生まれ
福島県双葉郡富岡町在住

新コラム「も～ぉ　い～ぃ　かぁ～ぃ？」の寄稿者からご挨拶 新コラム寄稿者＆新料理教室主宰者インタビュー

　浜通りからこんにちは、鎌倉生まれの48歳、鈴木亮
と申します。三国志最強の軍師、諸葛孔明の字（あざ
な）と同じ名です。鎌倉はかつての日本の首都ですね。
好きなものはスズメです。僕を知る人は、スズメを見
ると僕を思い出す、というくらい好きです。お話しす
る機会が幸運にも訪れたおりは、そのあたりをぜひ語
らい合えましたらと思います。2012年に東京から福
島市へ復興支援の仕事で移り住み、2017年に浜通り
に引っ越し、2015年に結婚したカミさんとようやく
二地域居住を終えて一緒に暮らせたのが2019年9月。
６カ月になる娘を連れての移住決断には、膨大なエネ
ルギーが必要でした。そのあたりは次回におくとし
て。かの第一原発と第二原発に挟まれた町・富岡町よ
り、少しでも読者のみなさんにお役に立てる小ネタを
交えまして、とりとめのないお手紙をつづらせていた
だきたいと思います。以上、簡単ですが自己紹介でし
た。

　何にせよ、自己紹介は大切だと思います。1998年、
26歳の頃からひたすらNPO（非営利組織）やNGO（非
政府組織）と呼ばれる分野で生きてきましたが、毎月
15人から多い月で100人くらいの人と知り合います。
単に名刺交換をするのではなく、一日イベントや数か
月続くキャンペーンのボランティア同士として、苦楽
を共にします。そのすべてが、「初めまして」の自己紹
介からスタートしますし、スタートした瞬間から多く
の場合はお別れして二度と一生会わなくなる人も大
勢いるわけです。もしかしたら生涯の友となったかも
しれない人とも、漫然とした自己紹介、のんべんだら
りとした会話では、お互いの魂の在り方や出逢いたい
友人というものについて語り合うまで至りません。
「私はこういう人間です」「あなたはどういう方です
か？」他人と言葉を交わすという事は、大なり小なり
そういうメッセージが込められていて欲しいと思っ
ています。それが例え、見知らぬ子供であれ、仮設住宅
でひと時お茶をしたご老人であれ、長く避難を続けて
いるカミさんの友達であれ。皆さんはいかがでしょう
か？ぜひ教えてください。

　福島県の浜通りといえば、とにかく「東京電
力福島第一原発の廃炉が～」「トリチウム

処理水の～」「中間貯蔵のなんちゃら～」「帰還困難区
域の白地地区では～」といったフレーズでのニュース
でおなか一杯な地域になっています。この手紙では一
味違ったニュースをお届けしたいと思っています。オ
ンラインでどこからでも参加できるイベントやサー
ビスから、現地を訪れる際に役立つ拠点や人につい
て。恰好良く言えば「社会資源」ってヤツです。上手に
使ったモノ勝ちです。住んでいる人、通っている人に
も役立つといいなと思います。手始めに、というには
ちょっとタフなお題ですが、今回ご紹介したいのはこ
ちらの４つです。素敵な出会い、あたらしいつながり
のきっかけになりましたら幸いです。

　3.11の教訓を一緒に考えてみませんか？

ふたば地域サポートセンター
ふたすけ
所長 鈴木 亮

富岡町の休耕田にて。
右から鈴木亮、郷(きょう)、香織

大熊未来塾
https://www.facebook.com/
107750507578470/
大熊町の木村紀夫さんによる不定期開催のオンライ
ンイベントです。

原子力災害考証館furusato
https://furusatondm.mystrikingly.com/　
いわき市湯本の旅館「古滝屋」里見喜生さん
が設立した民間の伝承施設です。

ふたばいんふぉ
https://futabainfo.com/
双葉郡8町村の総合情報センター。
イベントちらし、書籍、展示、動画が充実しています。

伝言館（サイトなし）
楢葉町のお寺「宝鏡寺」の早川篤雄和尚
が建てられた伝承施設です。
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