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　猛暑と降雨が多い2021年の夏が終わり、秋へと季節が変わろう
としています。皆さんはどのような夏休みを過ごされましたか。
　私たちは、京都の交流会では関西の移住者の方々と共に「京丹後」
を訪れ、日本海の風景と海水浴を楽しみました。ふるさととつなが
ろうツアーでは、西日本の移住者の方々と共に、7月には相馬野馬追
行列の見学し、松川浦の震災当時のお話を伺い、相双地域の農業の
復興について学ぶ機会を持ちました。8月には、ユネスコエコパーク
に指定された只見町を訪れ、全国に誇るブナ林のスタディツアーや
水力発電関連の施設訪問を通じて「自然を活用すること」や電源開
発の歴史や地域の課題について学びました。
　この夏、多くの方々にお会いできて、つながりが深くなったよ
うに思えます。今月も活動を通じて多くの方々とつながれること
を楽しみにしています。

EVENT  INFORMAT ION

13時半 ボディメンテナンス（肩こり克服メ
ンテナンス）
肩こりについてのお話＆個人指導
＆肩こりに効くワーク
講師：やぎ接骨院 八木院長

内　容 15時半

17時15分

18時半

季節の料理教室
食材について学び、季節の食材の調
理のデモンストレーションと試食
講師：土井勝料理教室ラボ講師
ラクラクヨガ
講師：Miyuki 先生
夕食交流会

日　時

内　容

2021年9月11日（土）
ワークショップ 13時半～　夕食会 18時半～

みんなの夕食会

みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

Message
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Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。

の り

　7月11日、「とみおかアーカイブ
ミュージアム」がオープンしまし
た。震災前から町にあった歴史資
料館に、震災の当時とその後の全
町避難、そして避難解除後の変遷を展示する伝承館をミッ
クスした施設で、入場料は無料。遠い過去から現在に至る
「まちの変わりよう」から原子力災害の教訓を感じて欲し
いそうです。「原子力政策の安全神話」への反省や原発事
故の責任に関する展示が欠けている！と批判を浴びた県
の伝承館とは違ったアプローチです。富岡町には2018年
11月にオープンした東京電力廃炉資料館もあります。この
「廃炉館」では「東電の驕りと過信が原子力災害の原因」と
明言しています。（個人的には衝撃的です）今、浜通りは博
物館建設ラッシュ。浪江町の津波で被災した請戸小学校
も震災遺構として来年には公開の予定です。前回ご紹介し
た楢葉町の伝言館（宝鏡寺）と、いわき市湯本の原子力災
害考証館furusato(ふるさと)は民間独自の伝承施設で、
機会があればぜひ案内させてください。反省と教訓、そし
て過ちを繰り返さないための知恵を語り継ぐのは、その時
代に生まれたものの責任。やりがいのある仕事です。

の の

　この裏手に水俣病歴史考証館が
ある。
　この夏、熊本にある水俣病歴史考
証館へ行ってきました。今年5月1日
は水俣病の公式確認とされる1951

年から満50年の日。7月1日は環境庁が発足してから同じく
50年。加害企業であるチッソが水俣湾に原因物質とされるメ
チル水銀を排水し始めたのが1932年ころ。1956年から59
年にかけて、奇病の原因がチッソの排水であると解明されて
からも、排水をやめる1968年までに9年を要しました。現地
を訪ねて改めて知ったことは、今でも考証館を運営する「水俣
病センター相思社」には水俣病に由来する差別や偏見、認定
却下、病気の症状に苦しむ相談が寄せられるということです。
2004年に最高裁の判決で国と県の責任が認定され、救済基
準が広がり新たな認定患者と未認定患者が生れるはじまり
となります。それが半世紀を経てなお、差別・偏見・分断・紛争
が終わらない今へとつながっています。東電原発事故以来、
30を超える訴訟が争われていますが、最高裁で国の責任が
認められれば、新たな救済法が作られ、新たな認定/未認定

の問題が生れることでしょう。水俣病事件がそうであったよう
に。どうすればこの悲しいプロセスを改善できるのでしょうか。

っ の をの

　今回、相思社さんを訪ねて出会った本があります。相談
窓口担当の永野三智さん著『みな、やっとの思いで坂をの
ぼる～水俣病患者相談のいま』（ころから出版社、2018
年）です。50年前、患者認定を申請したら縁を切るぞと患
者を差別した親類の人。水俣を離れてなお、徐々に症状が
現れ医者にも家族にも相談できずに暮らしてきた人。ずっ
と水俣に暮らしながら症状が出ても隠し続けている人。そ
の人たちが予約もなく、水俣湾を見下ろす丘にある相思社
へと続く長い坂道をのぼり、永野さんにおそるおそる打ち
明けるそうです。この人たちの水俣病との闘いは、そこから
始まるといいます。相思社には「悶（もだ）え加勢（かせ）す
る」という言葉があります。水俣病の患者の叫びを世界的に
広めた『苦界浄土』の著者、石牟礼道子さんの言葉です。患
者さんひとりひとりの事情の違いを受止め、しかるべき言
葉を選ぶには、膨大な忍耐力と努力を要することでしょう。
　相思社に寄せられる日々の相談は、50年後の私たちの
相談なのかもしれません。原子力災害における相思社のよ
うな相談先は、どこにあるでしょうか。万分の一でもそうあ
りたいと思って、気が付いたら僕も坂をのぼっていました。

エコパーク水俣の水銀ヘドロを
埋め立てた支柱の上にたつ著者

丘の上にある水俣病センター
相思社の事務所

【参考リンク】
「生業訴訟」が目指す未来と最高裁の見通し
https://www.bengo4.com/times/articles/275/
弁護士・馬奈木さんによる「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟のおける最
高裁判決の見通しインタビューを紹介します。

ウィメンズスペースふくしま
https://nwsfukushima.jimdofree.com/%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%9
B%B8%E8%AB%87/
郡山を拠点とするカウンセリング系NPO。「女性のための電話相談・ふくしま」は
0120-207-440まで。
相談日時：月曜～金曜日（祝日除く）10：00～17：00男女共同参画のテーマにもつ
よく、様々な電話相談先の紹介も行っています。

避難の共同センター　https://hinan-kyodo.org/
東京を拠点とする生協「パルシステム」や、国際NGO「FoEジャパン」などからなるネット
ワーク体。訴訟、要望などに熱心。相談は070-3185-0311まで。（月～金　
10:00-17:00　出られないときは折り返し）

私たちは今ここに
https://jyoho-shien.reconstruction.go.jp/case_study/index.html
復興庁による広域避難者支援ポータルサイトの事例集。全国の相談窓口、最新の
ニュースRSS、その他専門支援団体紹介など情報収集用に。

1972年 鎌倉市生まれ　福島県双葉郡富岡町在住

鈴木 亮ふたば地域サポートセンター
ふたすけ　所長 

も～ぉ　い～ぃ かぁ～ぃ？

15時半 季節の料理教室
食材について学び、季節の食材の調
理のデモンストレーションと試食
講師　土井勝料理教室ラボ講師

内　容 17時

18時半
19時半

ラクラクヨガ
講師：Miyuki 先生
夕食交流会
秋の夕べの音楽演奏会（予定）

日　時

内　容

2021年10月２日（土）
ワークショップ 15時半～　夕食会18時半～

みんなの夕食会

みんなの手は、東日本大震災後、京都に避難
している人たちがなかなかつながれない状況の
中で、避難者同士がつながれるように、そして、
避難者や被災者に手を差し伸べたいと思って
いる京都の人たちとの絆作りをお手伝いしたい
という思いから、「一人ぼっちじゃない。みん

な一緒に手をつなごう」というメッセージとともに、2011 年 12 月に福島県からの避難者が発足しました。
故郷から遠く離れた避難者が京都での生活に不安に陥らないようにネットワークを作り続け、すべての人
に支援が届くような場・機会を設ける。避難者が地域の生活に慣れ親しむ機会や交流の場を提供する。避
難者の体験や被災地のことを発信する機会を設ける。故郷を離れ京都に住む人たちが、故郷とつながり続
けることができるように、京都と故郷（被災地）を結ぶ活動を行う。そして、避難している人たちや被災
地の人たちが震災前の生活に戻れるようにサポートをし続けます。

18時半 夕食交流会



M
innanote N

ew
sletter

Septem
ber 2021

3

M
innanote N

ew
sletter

Septem
ber 2021

2

EVENT  INFORMAT ION みんなの手主催のワークショップのお知らせです。WORKSHOP

    E-mail : minnanote123@gmail.com
facebook : www.facebook.com/minnanote

発行  一般社団法人みんなの手
〒612-8082 京都市伏見区両替町 4-319

近鉄「桃山御陵前駅」徒歩 2分　京阪「伏見桃山駅」徒歩 1分 きのわ

みんなの手
相談・お問い合わせ・お申し込み

tel 070-5656-5621

ワークショップ・イベントお申し込み
tel 075-632-9352

HP
facebook

Minnanote is
supported by

きのわ

朝ヨーガ（月に1回）

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。

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）

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：
第四日曜日（用事前予約）
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）

季節の料理教室、ラクラクYoga快適片付け、未来ワクワク、大人の食育教室

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）

夕食交流会にて
講師：土井勝料理教室Lab

季節の料理教室

ラクラクYoga
夕食交流会にて
講師：Miyuki

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
手へお申し込みください）

楽しく身につく大人の英語クラス
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！！

大人の食育教室 講師：布施元子

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 16:00~17:00　参加費：1,000円
プライベート・オンラインクラス受付中!!

Workshop in Kinowa

きのわのワークショップ

月曜日

毎週

不定期 食事会

小学生英語

火曜日

毎週 鍼灸マッサージ

水曜日

予約 大人英語
（中上級）

木曜日

毎週 朝ヨーガ

金曜日 日曜日

第四

mon tue wed thu fri sun

ドライカレー作りワークショップ

お申し込み
ご希望の方は、希望のワークショップ名、お名前、連絡先の電話番号とメールアドレスを明記の上、みんなの手までメー
ルでお申込ください　(minnanote123@gmail.com)。折り返し、ズームのアクセス情報を送ります。

日時　2021年8月29日（日） 10時半～12時
内容　スパイスたっぷりのドライカレー作り
講師　布施元子

ラクラクヨガ
日時　2021年9月11日（土）17時15分～18時半
講師　Miyuki

ラクラクヨガ
日時　2021年10月２日（土）17時15分～18時半
講師　Miyuki

ボディメンテナンス（肩こり克服）
日時　2021年9月11日（土）13時半～15時
内容　肩こり克服についてのお話＆肩こりに効く
　　　ワーク＆個人指導
講師　八木接骨院　八木院長

季節の料理教室
日時　2021年9月11日（土）15時半～17時
内容　秋の食材を使った料理教室
　　　食材についての講義＆秋の調理のデモン
　　　ストレーション
メニュー　（柿羊羹他）
講師　土井勝料理教室ラボ　講師

季節の料理教室
日時　2021年10月２日（土）15時半～17時
内容　秋の食材を使った料理教室
　　　食材についての講義＆秋の調理のデモン
　　　ストレーション
講師　土井勝料理教室ラボ　講師

Workshop on Zoom

Zoom のワークショップ

みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

私たちのふるさと 福島の魅力を再発見する旅にでかけましょう。

みんなの手の交流会のワークショップに参加できない方は、ズームでの参加もお待ちしております。

みんなの手の相談ズーム
内容　生活の困りごと、就労、移住、帰還などの相談をズームで行います。
日時　希望の日時を第３希望まで教えてください。その日程で調整します。
相談　みんなの手のスタッフ、他、専門家

ご希望の方は、困りごとの内容、希望日程、電話番号とメールアドレスを明記の上、みん
なの手までメールでお知らせください。（minnano te123@gma i l . com）

お申込方法

日　時
集　合

解　散

内　容
場　所
参加費
注　意

お申し込み

2021年10月30日（土）
新大阪駅観光バス乗り場　7時半
京都駅観光バス乗り場　　8時半
新大阪駅観光バス乗り場　20時
京都駅観光バス乗り場　　19時
河原での芋煮会　森林探索
京都市右京区京北
大人1,000円　小学生以下　800円
台風等で日程を変更することもありますので
ご了承ください。
ご希望の方は、お名前・参加人数・メールア
ドレス・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。

スケジュール 新大阪駅出発 ▶ 京都駅出発 ▶ 京北到着 
▶ 京都駅解散 ▶ 新大阪駅解散

芋煮会 in 森の京都～京北～

自然と共に生きる暮らしを学ぶツアー

ふるさととつながろうツアー

毎年恒例の芋煮会。今年は、「森の京都」京都市右京区京北
を訪れます。京北といえば、「杉の木」。山奥を流れる片波
川源流域には、西日本屈指の巨大杉の森があり「伏条台
杉」が群生しています。なかには樹齢1000年といわれて
いる巨木もあります。人々は山の資源を守り、自然と調和
し、山の恵みを大切にしながら営んでいます。今年は、京
北に出かけて里山ライフスタイルを学びませんか。河原
で森林浴を浴びながら芋煮をしたり周辺探索をしたりし
て秋の1日を共に有意義に過ごしたいと思います。お友
達や家族をお誘いの上、お気軽にご参加ください。

日　時
集　合
解　散
場　所
定　員
参加費
宿　泊

2021年9月19日（日）
９月19日　8時半　福島駅
18時半　福島駅
あだたらフォレストパーク
15名
食事代
19日に宿泊希望の方は、あだたらフォレストパー
ク近隣で宿泊し、翌日福島駅で解散になります。

スケジュール 8時半　福島駅出発 ▶ あだたらフォレ
ストパーク到着 ▶ 自然探索 ▶ 野外調理 
▶ クラフト作り ▶ 福島駅解散
（宿泊の方は、交流会 ▶ 花火 ▶ 宿泊
20日10時半　福島駅解散）

昨年、災害対応キャンプで訪れたあだたらフォレスト
パークを再訪し、環境学習を通じて、持続可能な暮らしに
ついて学びます。

第3回

農業体験とビオトープ観察ツアー 日　時
集　合
解　散
場　所
定　員
参加費
宿　泊

2021年10月9日（土）
11時集合　福島駅
18時半　福島駅
遊雲の里ファーム（東和町）
10名
食事代
9日に宿泊希望の方は、遊雲の里ファームもし
くは近隣の民宿に宿泊し、翌日福島駅で解散に
なります。

スケジュール 福島駅出発 ▶ 遊雲の里ファーム到着 ▶ 
ランチ ▶ 稲刈り体験＆ビオトープ観察 
▶ 福島駅解散
（宿泊の方は、夕食作り ▶ 交流会 ▶ 宿泊 
▶ 10日 10時半 福島駅解散）

毎年訪問している東和町の農家民宿＆ファームを訪れ
て、稲刈り体験＆ビオトープ観察を行います。

第4回

ふるさととつながろうツアーのお申し込み
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。



中断。しばらくすると雨風が
収まり再開。波打ち際で浮
き輪に乗りながら波乗りを
楽しむ子どもたち。岩場周
辺でシュノーケルを楽しむ
子どもたち。フグや小さな魚たちの群れを見て大興奮。天
然の温泉がコロナ禍で埋め立てられてしまったため、か
わりに岩場で波のない海水に浸る人。何度も崩れる波と
戯れる人。皆が思う存分丹後の海を楽しみました。
　また雨が降り出し、濡れながらテントを片付け、バスに
戻り移動。滞在型道の駅・丹後王国「食のみやこ」へ。ここ
には、フードコート、森の探索路、フルーツガーデン、ミニ
動物園、体験学習のできるスペース、芝生広場などあり、
体験型のアミューズメントパークのようでした。私たち
は、ブルーベリー収穫体験に挑戦。1時間の間、ブルーベ
リー畑の中で、違った種類のブルーベリーをいただきな
がら収穫する楽しみを味わいました。他には、ミニ動物園
で動物を見たり、芝生広場で駆け回ったりして、丹後の自
然に触れ合いながら時間を過ごしました。
　最後に、弥栄あしぎぬ温泉に立ち寄りました。泉質はナ
トリウム・カルシウム硫酸塩泉。地元の方に人気の温泉で
す。水質や環境にもこだわっている温泉で、灯油ボイラー
の代わりに廃油ボイラーや木質チップボイラーを稼働さ
せ、石油燃料ゼロの環境に優しい温泉施設を目指してい
ます。カラダに優しい温泉に浸かりながら、日頃の疲れを
とりリラックスすることができました。
　鳴き砂文化館、琴引浜での海水浴、丹後王国でのブルベ
リー収穫体験、そして地元の源泉掛け流し温泉での入浴。
半年ぶりに開催した関西移住者交流バスツアーでは、自
然に触れながら、楽しい時間を共有できたことが良かっ
たと思います。単調な生活の中で、再会できる仲間がいる
ことが生活の張り合いの一つになれれば幸いです。
　　皆様の貴重な時間をありがとうございました。また
一緒に、素敵な時間を過ごしに出かけましょう！

　7月31日みんなの手のオフィスときのわでみんなの夕食会
を開催しました。今回は、ボディメンテナンスのワークショッ
プも加わり、いつもよりもパワーアップした内容でした。
　まずは13時半からきのわの近所のやぎ接骨院の鳩岡ト
レーナーを迎えてワークショップがスタート。テーマは腰
痛。腰痛のことを正しく理解して、痛みで悩まない身体作り
をすることを目的に、腰痛に対して知識を深め、自分の腰を
チェックして、腰痛を防ぐ体操を教えていただきました。
　座学では、腰痛の種類についてや代表的な腰痛につい
て学びました。特に、神経症状を伴ったり、体調や長期の
活動低下に繋がったり、心理的社会的要因が強く関与し
ているもの以外は、手術などは必要がないそうです。私た
ちが「腰が痛い」と感じているのは、非特異的腰痛である
ことが多く、原因がわからず、危険ではない腰痛だという
こと。原因としては、腰の使い過ぎにより過労（痛みとし
てカラダに出る）であったり、デスクワークなどにより座
ることが多く股関節の柔軟性に欠けることが腰痛の原因
になっていることもお聞きしました。
　座学の後は、実際に腰痛に効くトレーニング。猫のポー
ズをとり、背骨の一つ一つをストレッチをして背骨を稼
働してみました。次に、アシカのポーズをとり、股関節と
背骨を動かしました。体感ポーズをすると逆に柔らかす
ぎる人もいて、柔らかすぎることで他の部位を使いすぎ
ていることもあるので、矯正するトレーニングも指導し
ていただきました。
　座学→トレーニング→質疑応答→個人指導というメ
ニューがとても効果的でした。家庭でも習ったことを取り入れ
て腰痛にならないカラダ作りをしていきたいと思いました。
　ボディメンテナンスの後は、土井勝キッチンラボの講
師による季節の料理教室の時間でした。8月のニュースレ
ターに掲載してあった和牛についてのお話を伺い、季節
の料理のデモンストレーションをしていただきました。

　外国産輸入種、国産牛
（乳牛と掛け合わせた日本
で育てた交雑種）、和牛の
違いを学んだ後に、外国産
輸入種、国産牛と和牛のも
も肉の食べ比べをしまし
た。柔らかさ、匂い、味の深
さ、うまみがそれぞれ違い、
試食した人により好みが違
うことがわかりました。調理

　2021年８月8日、み
んなの手恒例の夏のバ
スツアー「京都の海を楽
しみたい～京丹後海水
浴＆観光ツアー」を実施
しました。京都駅を8時
に出発して、約3時間、途

中、渋滞を回避しながら、11時
に琴引浜鳴き砂文化館に到着
し、鳴き砂について学びました。
　鳴き砂とは、砂の上を歩くと、
キュッと音が出る砂のことです。
以前は、日本列島には真っ白な
砂浜があり、鳴き砂を見ること
ができましたが、現在では限ら
れた浜辺でしか砂の音を聞くこ
とができなくなったそうです。琴
引浜は関西では代表的な鳴き
砂のある海岸で、関西では２つ
ある鳴き砂の１つです。

　※鳴き砂は、石英粒を多く含む砂が急激な砂層の動きに
より表面摩擦を起こし音を出す現象だそうです。石英粒は
海岸が汚れ砂つぶの表面が汚れると鳴くことがないことか
ら、海水浴シーズン真っ最中の当日は砂は泣かないと職員
の方に言われ、私たちは、施設内で展示された鳴き砂のサ
ンプルをすりこぎ棒を使って回しながら音を楽しみました。
　施設内では、よく洗ったきれいな鳴き砂と水が入れてあ
るゆりかごを振り水中で鳴く砂の音を聴き、砂の中から琴
引浜に生息している微小貝探しをし、全国の鳴き砂の海
岸の砂浜の粒子を顕微鏡で覗き、海の漂着物や環境に関
してのパネルを見て、鳴き砂や環境について学びました。
　文化館見学の後はお待ちかねの海水浴。琴引浜の近く
までバスで行き、バスを降りてから海辺まで、荷物を手分
けして運び移動。到着するとテントを立てて、京丹波の道
の駅で選んだお弁当を囲みながらランチタイム。お弁当も
広々とした海で皆でい
ただくと特別な味わい
でした。待ちきれない子
どもたちは大はしゃぎ
で準備をしていざ海水
浴開始。途端ににわか
雨が降り海が荒れだし ※wikipediaより引用
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Report みんなの手主催のイベントをご報告します。

Report 2021年度 第２回夕食会 Report京都の海を楽しみたい～京丹後海水浴＆観光ツアー～

方法によっても味が違うため、予算、メニュー、調理方法に
合わせて牛肉の種類を選ぶのが一番だとわかりました。
　次に、お鍋で簡単にできるカレーボイルとそうめんと
季節の野菜などを入れた寒天寄せのデモンストレーショ
ンをしていただきました。カレーボイルでは、肉汁の出る
タイミングを見ながら火の通り方を選ぶポイントについ
て伺いました。そうめん寄せではそうめんを糸で縛るこ
とで綺麗な仕上がりにできることを教えていただきまし
た。参加した子どもたちが具材をきれいに配置し、見栄え
のいいそうめん寄せが出来上がりました。参加者からは、
「そうめん寄せは簡単にでき、豪華に見えるので特別な日
に作ってみたい」との感想をいただきました。料理のポイ
ントはわかりやすく「ためになる」と熱心に参加される参
加者の方々。終始和やかな雰囲気の中で料理教室が進み
ました。来月の開催が待ち遠しく思えます。
　ワークショップのラストは、ラクラクヨガのワーク
ショップです。講師は参加者に人気のMiyuki先生。腹式
呼吸法からスタートし、今月号のコラム記載の時計のス
トレッチ、セルフリンパマッサージ、肩甲骨ほぐし、骨盤
周りほぐし、太陽礼拝でフィニッシュ。股関節の近くに
は、太い血管が通っており、動かさずにいると血流が滞り
がちになり、熱がこもった感覚になるそうです。そこで、
グーンと脚を開いて伸ばし、滞りを解放し、全身の血液の
循環をよくしました。全身の血液の巡りが良くなったこ
とで、太陽礼拝では呼吸が入りやすくなり、最後のリラク
ゼーションタイムで生き返ったように感じました。
　昼過ぎからのワークショップが終了して、夕食交流会の
時間に。講師の方も一緒に夕食を囲み、参加者との交流
を図りました。月に１回の交流会。ワークショップの話題、
近況報告、最近気になるニュースのことなど共有する話
題は尽きないようで、交流は夕食後も延々と続きました。
　参加者の方に喜んでいただき、毎月１回定期開催をし
ている夕食会です。ワークショップだけの参加、夕食会だ
けの参加もOKです。皆様お気軽にご参加ください。現在
参加者の方は、兵庫、大阪、京都在住者の方々です。一緒に
みんなの手を広げていきませんか。
　9月からは遠方で参加で
きない方のために、ズーム
での参加もスタートします
ので、興味のある方は、ぜひ
みんなの手までお申し込み
ください。



1. 足を肩幅に開き、リラックスして、
仰向けに寝転ぶ。

2. 左足の膝を胸に引き寄せ、３呼吸。
＊12時の方向を膝が指す＊

元気なカ ラ ダ作り
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Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。

　空気が澄んで高くなった空を仰げば鰯雲。開け放した
夜のドアの向こうからは、虫の音が聞こえてくる季節です
ね。朝晩の気温は涼しくなり、日ごとに濃厚になってゆく
秋の気配を感じつつも、終わりゆく夏に後ろ髪をひかれ、
しばし感傷的な気分になる、そんな日もあるでしょうか？

の りの

　夏から秋にかけては、口からあふれんばかりのたっぷ
りの水分を含んだ果実の食べごろがまだまだ続きます。
お盆を過ぎた頃に食べごろを迎えるのが、ぶどうと梨、ま
た、イチジク、柿、洋梨、みかんにリンゴと実りの秋の果実
が次々をやってきます。
　そこで今回は、無駄なく！切り方のコツで栄養アッ
プ！！をご紹介いたします。

ー

　「１日１個のリンゴは医者いらず」と言われるほど栄養
価が高いリン
ゴ。85％が水
分のリンゴは、
残りの15％の
実や皮に凝縮
された、カル
シウムやビタ
ミンCが含ま
れています。これらの栄養素をいかに体に届けるかが大
きなポイントです。大事なのは、食べられる部分をムダに
しない「切り方」です。縦切りの場合、皮だけでなく芯や種
の周囲も切り取ってしまうため栄養が一番詰まっている
部分を25gも捨ててしまうことになります。
　しかし、これを横に輪切りにすると、捨てる部分がたっ
た3g！約8倍も食べられるんです！！薄切りにすれば皮
も気にならず、リンゴの芯の周りにある蜜も、美味しく、
残さず食べることができますよ。

の

ツ の

　リンゴは切ってからしばらく経つと、切り口のポリ
フェノールが空気にふれて酸化し、変色してしまいます。
変色防止として塩水やレモン水に浸ける方法が知られて
いますが、実は真水に浸けた方が酸化は進まなかったと
いう実験も。他にはパセリの茎を水に入れて浸けても酸

化が抑えられてるという結果が。ただ、味はパセリ味に
…。変色防止なら、ハチミツのペプチド化合物が酸化を防
ぐため、ハチミツ水に30秒ほど浸けるのが最強です！

　リンゴは皮ごとならカリウムは約２倍、ビタミンEは
約４倍もお得なんです！身を守る皮には、ポリフェノー
ルが含まれていて、アンチエイジングや育毛の効果が期
待できます。

り を

　秋の味覚・
柿は、栄養素
のバランスが
とってもいい
果物です。体
の中と外から
キレイにして
くれるビタミ
ン・ミネラルが豊富ですが、オススメなのは生の柿より
「干し柿」なんです。干すことで甘みが４倍にも増すので、
おいしく食べられるのはもちろんですが、がん予防効果
のβ-カロテン量も３倍に、食物繊維はあらゆる果物の中
でもトップクラスを含有！1日２個で、必要量の半分が
摂れることに。ただし、干すことでビタミンCは消失する
のでご注意を！

　ビタミンが豊富で、むくみを防止するカリウム、コレス
テロール値を低下させる食物繊維が豊富な柿。デトック
スやアンチエイジングにも最適です。

　柿に含まれる渋み成分・タンニン。アンチエイジング効
果や高血圧や脳梗塞予防効果がありますが、便秘の人には
逆効果の場合もあるので、食べ過ぎには注意が必要です。

　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、Clay（泥パックで有名な）とヨガを融合さ
せた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。

　8月7日に立秋を迎え、暦の上では、秋が始まりました。
　まだまだ残暑が厳しく、今年は雨も多いので、異常気象
と言われていますね。
　気圧の変化に、身体がついていかないと、だるさや片頭
痛が出たりします。
　そうなる前に！！
　8月に行ったきのわさんでのワークショップで、ご好
評の声を頂きました残暑に打ち勝つストレッチ方法をお
伝えします。
　股関節の近くには、太い血管が通っており、動かさずに
いると血流が滞りがちになり、
　熱がこもった感覚になります。グーンと開いて伸ばす
だけでも、滞りが解放され、全身の循環がよくなります。

の

　-股関節の柔軟性、鼠径部リンパを流す効果-

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。

布施 元子調理師・食育指導士・食育トレーナー・
健康管理士・ 睡眠推進員

Yoga
～ヨガの基本 “残暑に打ち勝つストレッチ”～

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

Miyuki 
（松永 美幸）

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。

を の
1. 動きやすく、リラックスできる服装で
2. ポーズを無理に取ろうとしない
3. 呼吸は、できれば長く、鼻呼吸
4. 寝る前に、お布団の上でもOK

3. 膝を真下に向けて、前腿を伸ばし
て、3呼吸。
＊6時の方向を膝が指す＊

4. 膝を左に30度ほど開き、3呼吸。
＊4時の方向を膝が指す＊

5. 右足と左の膝が90度になるように
開き、3呼吸。
＊3時の方向を膝が指す＊

6. 膝を斜めの方向に開いて、3呼吸。
＊2時の方向を膝が指す＊

7. 膝を胸に引き寄せ、1呼
吸したら、右側に身体をね
じり、膝をマットにおろし
て3呼吸。＊膝が9時の方
向を指す＊
8. もう一度、胸に引き寄
せたら、ゆっくりと左足を
おろす。
右側も同様に行う。

　いかがでしたか？
　片方の足を行った後、左右の足の長さや足の軽さを感
じてみてください。
　日頃の身体の癖や疲れ方で、感じ方が異なる方もい
らっしゃいますので、ぜひ毎日行って、今日のご自身の状
態を知るきっかけにしてください。
　寝る前に行うと、リラックスして、よく寝れるようにな
りますよ。
　日々、皆様が笑顔でありますように。

1

2

3

4

5

6

7-1 7-2

8-1 8-2
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Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。

　私たちは、食べ物を食することで幸せも食しています。
楽しく暮らす為に健康でいたいと思いますが、健康オタ
クではなく、お料理生活スタイルの日常が、健康につなが
るのです。
　「味は人なり」と言いますが、頭で食べがちの私たち。
実は、カロリー栄養計算された栄養食より、自然や作り
手の人の味わいで楽しむ方が実は身体にも良いのです。
食材の生産地域、気候風土の自然の恵み旬の食材を活
かし、口に入るまでひと手間かけたお料理のプロセスが、
食べる時の幸せな味わいにつながります。ですので、旬の
素材選びと心を込めた食事を準備することを心がけま
しょう。
　秋の食材といえば、柿。秋から冬に向かう中で、毎日旬
の味を感じていた時代を思い出します。生まれ育ち、約
30年間住んでいた大阪の自宅の庭には「柿の木」があリ
ました。紅葉と並んで柿の実の色付きは、秋たけなわを
告げてくれました。柿の実ができ、徐々に“柿色”に染ま
り、完熟までの間、同じ品種の柿がいろいろな味わいを
楽しませてくれました。
　固めで取って食べるおいしさあり。鳥が来て少しつつ
く1番おいしい旬のタイミングあり。中でも、熟して木か
ら落ちるころ、柿の皮器にスプーンで食べる時、これが
なんとも味わい深く、今でも幼少期の思い出として残っ
ています。
　旬の素材は、とれたてを味わっても、また保存して長く
その味を楽しむこともできます。味がみなぎる時に冷凍
や加工することにより長くおいしさを閉じ込められること
ができます。柿を生でいただくのもよし、調理していただ
くもよし、そして、干し柿などにして長期保存していただく
のもよし。保存食には先人の知恵が凝縮されています。

　今月は、熟した柿を使ったレシピをご紹介します。簡単
なのでぜひご家庭でお試しください。

ラジオパーソナリティ・朗読家・司会・ボイスレッスンコーチ
FMおとくに862 「サリーのコトバのチカラでグッドモーニ
ング」担当

あたたかい食卓

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。

9月11日開催の季節の料理教室でこのレシピを初め数
種類の秋の食材を使った料理のデモンストレーションを
しますので、ぜひご参加ください。
日程　2021年9月11日（土）15時半～17時半
場所　きのわ

Beau t i f u l  Wor l d

サリー

　一年が経つのは早いですね。五山の送り火を迎えて､つ
くづくそう感じていました。
　今年はお盆の頃には珍しく､各地で大雨が降りました。
自然災害は人知を超えたものがあるといつも思います。も
しものために、日頃の備えぐらいはしておきたいですね。
　ここ数日長い雨が続いていますが､このように雨が
降ってばかりいると太陽が恋しくなります。まだまだサ
ンサンと照る夏の太陽です。そして、青い空､青い海。まさ
に夏の代名詞です。
　今日はその「青」の話をしようと思います。仕事柄、たく
さんの人と出会って対談させていただくことも多いので
すが､つい先日のことです。
　「青」を仕事にしている、という方とお会いしました。青
事師。青を仕事にされている方です。どういうこと？と思
うでしょう。
　通称青さんという男性の方なんですが､本当の話です。
「青」が好きで、好き過ぎて､ついにその「好き」がそのまま仕
事になってしまったという方です。「青」のことを書いて発信
し続けていたら､あのANAから仕事の依頼がきたほどです。
　その青さんから「青」という字について聞きました。
「青」という字は､「主」に「月」と書きます。上の部分の「主」
はその人であり､自分自身に置き替えられます。つまり､
「青」とは、主（その人）から発せられる光（やエネルギー）
を月の如く受けて反射する（伝えている）状態のことを言
うのだそうです。もっとわかりやすく言うと、その人自身
の光を、身体がそのまま表現している状態なんですね。ま
さにその人のあるべき､ありのままの姿ですね。ちなみに
「誠実」や「素直」という言葉を色でイメージすると、「青」
が浮かぶ人が多いのもその表れなんだそうです。確かに
青い空を見上げたり､真っ青な海を眺めていると、何とな
く「素直」な気持ちになっていくような気がしますよね。
そんな意味から、自分が心からやりたいことや、役目に

真っ直ぐに生きることを「青に生きる」と言い換えること
ができるのだと教えていただきました。
　この話を聞いて真っ先に思ったことは､自分の「好きな
こと」を見極めておくと､自分のやりたいことが見えやす
くなる､ということです。そして何より､「好きなこと」は
仕事になる､という事実です。
　青さんは､ただ「青」が好きで､好きなことが仕事になり
ました。どうでしょうか。「得意なこと」は仕事になりそう
ですし想像に難くないと思いますが､「好き」が仕事にな
る。好きなだけで､ほんとうに仕事になるのだろうか？そ
う思われる方もいらっしゃるかもしれません。そこで､得
意と好き､この二つについて､ちょっと考えてみましょう。
　得意（なこと）と好き（なこと）はイコールでしょうが？
私は必ずしも得意なことが好きなこととは限らないと思
うのです。たとえば､工作が得意な子がいて､ほめると嬉
しそうにしているから将来ものづくりが向いている､そ
の道がいい、と思ってすすめていたら実は絵を描くこと
が好きだった､みたいなことです。得意なことは､人から
褒められやすく､褒められることは嬉しいので､ついつい
それを好きだと思い込むことが起こりがちなのです。
　もちろん得意なことは､素晴らしいことだと思います。
可能性もそこから多く見出すこともできます。でも。それ
はそれとして､純粋に自分の好きなことは何なのか､それ
を知っておくことは､とても大切なことだと感じていま
す。なぜなら、好きなことは「本音」だからです。自分の本
当の声なのです。得意なことやほめられていることが､自
分の好きなことなのだと思い込まずに､本当に好きなこ
とは何だろう？と問いかけて向き合ってみると､案外自
分のやりたいことが見えてくるかもしれないですね。そ
して､それが自分らしく､ありのままに生きることにつな
がっていくのではないでしょうか。これが青さんの言う､
「青に生きる」ということなのだと思います。

　私たちが見ている､青い空や青い海は、大きな大きな姿
で､そう生きるように伝えてくれているのかもしれない
ですね。

材料(4人分)
・柿(よく熟した柔らかいもの)400g
・棒寒天　2/3本
・水　1.5カップ
・砂糖　200g
作り方
①柿は種を取り裏ごしにする。
②寒天はきれいに洗って固く絞り、細かくちぎって分量
の水に約1時間漬けて戻し、中火にかけて煮とかします。
③寒天が完全に解けたら砂糖を加えて溶かし、①の柿を
加え、木じゃくしで混ぜながら中火で4～5 分煮ます。
④③を火からおろし、鍋底に水をつけて混ぜながら粗熱
を取り、内側を水で濡らした流し箱に入れ、冷やし固めま
す。完全に固まってから抜き出して切り分けます。
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Report みんなの手主催のイベントをご報告します。

　2021年7月24日　2021年度1回目のふるさととつな
がろうツアーを実施しました。今回は「歴史の潮流に学ぶ
ツアー」と題して、相馬野馬追の歴史の旅を企画しまし
た。あいにく、コロナ禍のため南相馬市の野馬追関連の行
事が中止になったので、相馬市を拠点に活動する予定に
変更して実施しました。
　24日当日は朝8時半にいわき駅に集合。3月に参加され
ている方とは４ヶ月ぶりの再会です。1年ぶりに参加され
る方もいました。皆さんが再会を喜んでいる様子でした。
バスの中では、恒例の自己紹介と近況報告をしていただき
ました。多くの方がコロナ禍で外出することが少なく、久し
ぶりの外出を楽しみにしているとのことでした。以前参加
していた子どもたちも小学生から中学生に、中学生が高
校生になっていて、背も高くなり成長していました。

相馬野馬追行列見学

　いわき駅から相馬中村
神社周辺までバスで1時間
半で到着しました。バスか
ら降りて沿道で神社を出陣
した野馬追行列を待ち構え
ていました。すると、総大将、軍師、郷大将、侍大将、軍者など
の役付の騎馬武者が馬に乗り勇ましく現れました。のぼりを
たて、掛け声と共に、馬を上手に操りながら、騎馬武士が練
り歩くその様は、豪華絢爛な戦国絵巻と言っても過言では
無いほどの素晴らしいシーンでした。時に、馬が勇ましく駆け
抜け、武者の凛々しい顔立ち、これから戦いが始まるかのよ
うな緊張感あふれる行列の様にタイムスリップしたような錯
覚に陥りるほどでした。
　行列の見学はあっという間でしたが、その勇ましい姿
に、参加者が皆が感動して、いつかは、野馬追の騎馬戦を
見てみたいとの声も上がりました。震災下もコロナ禍でも
受け継がれていく相馬野馬追。継承している地域の人々
の熱い思いに胸打たれ、これからも野馬追の歴史の火を
灯すことなく守り続けてほしいと思いました。

松川浦へ

　野馬追行列の興奮冷めやらぬ中、私たちはバスに乗り込
み、松川浦に向かいました。向かった先は松川浦の尾浜人
工磯場です。ここは、原釜海水浴場と隣接しており、海水浴
もカニ釣りも楽しめる場所で昨年オープンしたそうです。到
着後、早速、カニ釣りに挑戦しました。釣り糸に重しとイカ

Report 2021年度1回目のふるさととつながろうツアー
「歴史の潮流に学ぶツアー」を振り返って

の切り身をつけて岩の中に糸を垂ら
して、餌でカニを誘き寄せ捕まえま
した。小さな赤ちゃんカニから、10
センチ以上の大きなカニまで釣り上
げました。
　簡単そうで、難しいカニ釣り。釣れ
た数は個人差がありました。ポイントは、カニとの駆け引き、糸
を引き上げるタイミング、網を使ってすくい上げるタイミング
なのではないかとわかりました。あっという間の1時間。最後
は捕まえたカニを海に戻し、カニ釣り終了。初めて挑戦したカ
ニ釣りは思った以上におもしろく、参加者に大好評でした。気
軽にカニ釣りができる磯場も気に入っていただけました。
　カニ釣りの後に向かったのが、ホテルみなとやさん。
尾浜人工磯場から数分。内海に面し、近くに船がたくさ
ん停まっていました。そこで、地元の食材を使った美味
しい海鮮ランチをいただき、ランチ後は、若女将さんに
震災直後の話を伺いました。
　震災時は、ズワイガニの解禁時期だったこともあり、多
くのお客様が宿泊されていて、食事の用意をしている時
に被災。ホテルが内海に面しているために、津波の被害は
１階部分だけでしたが、水槽が壊れたことでしばらく生
きていたカニは全滅したそうです。その後、２ヶ月ほどは
地元の小学校に避難さ れ、休業されていたそうです。
　営業再開後は、釣りに来られるお客様が訪れるようにな
りましたが、魚屋さんが職種を変更してしまい、カニを生簀
で常時確保するのが難しくなり、さらには、以前のようにカ
ニが手に入らなくなってしまったことから、冬にズワイガニ
を提供するができなくなったそうです。最近カニを提供する
店も出てきたことから、数年のうちには再開したいと思って
いるそうです。若女将さんの熱い思いに打たれ、カニコース
が再開したら個人的に訪れたいと話す参加者もいました。

復興ツアー

　ランチの後は、相馬市のNPO法人野馬土の代表の三

浦広志さんに相馬～浪江復興ツ
アーのガイドをしていきました。三浦
さんは、南相馬市出身で、震災前は、
井田川地区で農業を営んでいました
が、震災後、自宅が避難区域になり、
東京に避難されていたそうです。現
在は、NPO法人の代表以外にも、他
の事業も手がけているということで、
そのお話も伺いました。

　三浦さんは、新地町・相馬市・南相馬市の３拠点を行き来
して事業を進めているそうです。震災後に一家で移り住んだ
新地町には、みさき未来という農業と電力を組み合わせた新
電力会社の拠点を持ち、息子の草平さんが代表を務めてい
るそうです。そこでは環境に優しい農業や養鶏も営んでいる
そうです。相馬市では、浜通り農産物供給センターや農産物
直売所と野馬土交流施設を運営。そして、震災前に農業を
営んでいた南相馬市井田川地区では、トレーラーハウスの事
務所を設置して、農地にメガソーラーを取り付け、ドローンを
飛ばすための電波塔を立て、水田の再興を目指しています。
　三浦さんのお話は多岐に渡り、テンポのある話に参加
者の多くが釘付けになりました。バスで通り過ぎる各所
で丁寧に説明をいただきたくさんのことを教えていただ
きました。―震災当時の話。被害について。ご自身の避難
生活のこと。ロボットテストフィールドの施設に関して。そ
こで実験されている内容に関して。原発や廃炉について。
農家の失業対策について。避難区域の帰還の状況につい
て。これまでされてきた行政交渉や省庁との交渉に関し
て。賠償について。風力や太陽光発電などの再生エネル
ギーに関して。オリンピック用に作られた水素ガス工場や
浪江の酪農団地の話。新電力立ち上げに関して。今後の
ビジョンについて等―とても内容の濃い3時間でした。
　松川浦から海岸線を走り、国道６号線を南下。相馬市
から南相馬市へ。そして、希望の牧場、浪江の道の駅、双
葉駅を通り過ぎ、北上。三浦さんの拠点の一つの南相馬
市井戸川地区の太陽光パネルの設置された農地を訪問
し、ガイドツアーは終了しました。
　この10年間、三浦さんの成し遂げた功績を語り尽く
すことはできませんが、復興予算を上手に使いながら、
浜通りの農業の復興に尽力されていることや、未来の
ビジョンを持って取り組んでおられる姿が素晴らしい
と思いました。農業の高齢化が進む中で、最先端の技術
を使いながら、大規模農業経営や遠隔経営を導入する

ことで、少人数で経営できる収益性の高い農業のモデ
リングを作り上げようとされている三浦さん。
　三浦さんにとって復興とは。「何を持って復興というの
かだけれど、会津の人や中通りの人は、元に戻れば復興か
もしれない。でも浜通りは元に戻れないので、原発は少な
くても100年はあるわけだし、人もいなくなっているわ
けだから。その中で、いる人が、新しくここにチャンスを
見つけてくる人も含めて、ここで、いろんな実験ができ
て、楽しく生きていけるのが復興だと思っている。そし
て、人間が元気でいて、皆が豊かな生活ができること。そ
の結果としてこの地域がどうなるのかということは、定
型はないので、その人、その人が面白いことができていれ
ば復興かと思う。少なくても僕は楽しくやっているので。
何をやっていると聞かれたら、昔は、農業と言ってました
が、今は復興業ですと答えています。」
　そして、三浦さんの考える浜通りの姿は「農村がなく
なってしまったから、違う物を作り上げて、人間が住みつ
つSDGs-（持続可能な発達目標）ができる空間を作って
いくことが浜通りのテーマです」と。
　三浦さんの目指す農業のモデリングが浜通りでできた
ら、全国にこのモデルを広めることで日本の農業は救え
ると確信されていました。これからも、そのバイタリティ
を持って農業をより発展していってほしいと思います
し、つながりながら何か協力できることがあれば連携し
ていきたいと思いました。

今回のツアーを振り返って

　コロナ禍で内容の変更を余儀なくされましたが、震災
やコロナ禍を経て受け継がれる相馬野馬追に触れること
ができ、震災からの被害をバネに地域の復興に携われる
事業家のガイドツアーから現在の浜通りの状況を知るこ
とができました。
　南相馬市の三浦さんの拠点からいわき駅まで戻る間、
車内で、参加者の方が感想をお聞きしました。「野馬追行
列見学で覚えた感動やカニ釣りのおもしろさを忘れて
しまうほど、三浦さんからお聞きした内容が印象的で、
復興に関して改めて考えされられるきっかけを与えて
もらいました」「―百聞は一見にしかずーこれからも浜
通りが再生していく姿を見続けていきたい」という参加
者の感想で締め括られたツアーでした。
　ご協力いただきました福島県の皆様ありがとうござい
ました。
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