
4. 一度頭の上に手を戻
し、右側に手を傾ける　
左も同様に
②～④は、5呼吸ほど繰
り返し、安楽座に戻る

Columun!
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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。

１ヶ月お休みいただいておりましたが、皆様いかがお
過ごしですか。今年度も福島県避難者支援課からサ
ポートをいただくことができ、6月から2021年度の
活動をスタートすることができました。皆様今年度も
よろしくお願いいたします。今回は１年間の予定を中
心にお伝えいたします。
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みんなの夕食会 6月
日　時
内　容

場　所
参加費

2021年6月19日（土）15時半～
15時半～　季節のお料理教室
　　　　　（土井勝料理教室Lab 講師）
17時半～　ラクラクヨガ
　　　　　（ヨガインストラクター・松永美幸先生）
19時～　　夕食タイム
18時半～　ワクワク未来を作るパーソナルセッション
　　　　　 （太田友希先生）　お１人　20分
みんなの手オフィス＆きのわ
大人800円　子ども500円（小学生以下）

第１回ふるさととつながろうツアー

日　時
場　所

2021年7月24日（土）　8時半集合
郡山駅

ふるさととつながろうツアーはふるさとの現状を知っていただ
くことやふるさととの絆を深めていただく目的で実施している
事業です。参加する際にかかる交通費と宿泊費は後日負担させて
いただいております（上限あり）

みんなの夕食会 ７月
日　時
内　容

2021年7月17日（土）15時～
15時半～　季節のお料理教室もしくは
　　　　　 食育講座
17時～　　ラクラクヨガ
　　　　　 松永美幸先生　　他　

みんなの手 主催イベント

ふるさととつながろうツアー

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“気分が上がるストレッチヨガ”～

　こんにちは。昨年もこちらのコラムを担当させてい
ただいてました、ヨガインストラクターのMiyukiです。
　初めましての方も、お久しぶりの方もお元気でしょ
うか？
　この春から新しくヨガのチャクラの勉強を深め、資
格取得ができ、また一味違ったヨガをお届けできるの
にわくわくしてます。
　6月より、きのわさんでのヨガワークショップでま
たお会いできるのを楽しみにしております。
　さて、今回は、梅雨時期を吹っ飛ばすような気分が
上がるストレッチヨガをご紹介します。

☆体側を伸ばすストレッチ☆
－冷え、むくみの改善、疲労改善やストレス軽減効果－

1. 安楽座で座る
＊できるだけ背骨を引
き伸ばす＊

2. 両手を組んで、頭の上
へ
＊骨盤から脇腹まで伸
ばす＊

3. 両手を前に伸ばす
＊背中も丸めて、肩の力
を抜く＊M
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＊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

1

2

3

4

☆腰回しストレッチ☆
－腰痛予防、骨盤のゆがみの軽減の効果-

1. 立って、腰幅に足を開き、
骨盤あたりに手を添える　

2. 腰をくるくると大きく
回す
＊なるべく骨盤の高さを
変えないように＊

3. 右回し、左回しと5回回す

1

2

　いかがでしたか？
　最後に、来年の3月までのきの
わさんでのヨガレッスンを受け
てくださる方にむけて・・・“今こ
こにある自分に目を向ける”のテーマに、毎回行ってい
きますよ！
　日々、皆様が笑顔でありますように。



2. 福島県での活動
ふるさととつながろうツアー

ふるさとの現状を知っていただくことやふるさと
との絆を深めていただく目的で実施している活動
です。毎回の以下のテーマに従ってツアーを企画
しています。
１）福島県の文化・歴史を学ぶ
2)伝統工芸やものづくりを体験する
３）豊かな自然を体験する
４）県内の産業の現状を知る
５）環境・防災について学ぶ
６）震災後の福島県の復旧や復興について知る

ツアーの日程　7月24日（土）　8月14日（土）
9月19日（日）　10月10日（日）　11月20日（土）
12月27日（月）　1月9日（日）　2月12日（土）
3月20日（日）
日　程　１日（8時半～19時）
　　　　もしくは１泊２日
参加費　食事代（ランチ・夕食など）
参加対象　福島県外の避難者・移住者・帰還者・　
　　　　 家族等

（交通費や宿泊費の対象は、県外避難
者並びに移住者になります）

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
Zoomレッスン
日時：毎週月曜日14:30~16:00
参加費：1,500 円
中上級クラス　Zoomレッスン
日時：毎週木曜日 10:00~11:00　参加費：1,000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

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：
土井勝料理教室Lab
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
　　  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

Information Information
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2021 年度の予定
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1. 京都＆関西での活動
みんなの夕食会　月に１回（土曜日）

料理教室（試食あり）＆ヨガ教室＆他ワーク
ショップなど開催。ワークショップの後は夕食を一
緒にいただきます。2013年2月から継続している
集りですが、ここ数年定期開催を望む声があるこ
とから今年度は月１回の開催を予定しています。
託児ありなので、子ども連れ参加も大歓迎です。

交流バスツアー　8 月、10月～12月、2月

交流バスツアーは、“ふるさとで暮らしていたよ
うな暮らし”をテーマに夏は海水浴、秋はいも煮
会と紅葉狩り、冬は雪遊びを予定しています。
夏のバスツアー　８月　海水浴　
秋のバスツアー　10～12月　いも煮会・紅葉狩
冬のバスツアー　2月　雪遊び

定期ワークショップ（対面＆ズーム）

みんなの手のオフィス＆きのわでの対面ワーク
ショップやズームでのワークショップ
対面ワークショップ　：マッサージ、ヨーガ
ズームワークショップ：英会話、フィットネスエ
クササイズ、瞑想、癒しワークショップ

みんなの手ズームミーティング

近況報告・告知・セミナーなど
ズームミーティング開催

相談（ズーム＆対面）

生活のお困り相談がある方は、ズームもしく
は対面での相談に応じます。専門家の方につ
なげて問題解決にあたります。

帰還サポート
放射線測定

家の周りや畑、学校までの通学路の放射線量を測
り、結果をレポートします。改善案などの相談に
も乗ります。福島プロジェクトとして、震災後60
回ほど福島県に放射線測定のために訪れておら
れる立命館大学名誉教授の安斎育郎先生（専門 
放射線防護学・平和学）に担当していただきます。

福島県での就活・家探しサポート

福島県への帰還を検討されている方のサポー
トを行います。相談（電話・メール・ズーム等）→
現地のコーディネーター紹介などを行います。

3. みんなの手からの発信
ニュースレターの発行 ホームページや Facebook での告知 ライングループ

月末に関西で避難者登録
をされている方には居住
地の自治体からお届けい
たします。

ニュースレターが届かない地域の方、
早くみんなの手の情報を知りたい方
は、ホームページやFacebookをご覧く
ださい。最新の情報を載せております。

みんなの夕食会やつなが
ろうツアーのライング
ループあり。興味のある方
はぜひご参加ください。

次回のニュースレターは6月末発行予定です。
内容は、みんなの手の7月・8月のイベント情報、2021年みんなの手の活動のスタッフや講師紹介、新コラムや新
ワークショップの紹介などです。次回もお楽しみに。
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