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楽しい夏。暑い日が続いた秋。と思うと、急に冷え込みが続き、予測でき
ない天候が続いています。京都在住の庭園業の方に伺うと、例年とは
違った天候に木々も対応できずに落葉樹の葉が色づかなかったり、すで
に落ちてしまったり。「今年は予想できない！」ということでした。一方、
秋でも川遊びができたり、渋柿は燦々と照りつける太陽の下いい感じに
干せたりと、嬉しいこともあり。これからも予想できない天候だからこ
そ、どのように秋が深まっていくのかが楽しみでもあります。今年も紅
葉狩りを予定しております。一緒に京都の秋を探しにいきましょう。
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14時 ボディメインテナンス「上半身を鍛える」
テーマに合わせてカラダについてとセ
ルフケアを学ぶ　
講師　ヤギ接骨院 鳩岡トレーナー

内容 16時

17時半

19時

季節の料理教室 「お米料理」
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 「下半身巡りヨガ」
季節や参加者の状態に合わせた無理のな
い気持ちの良いヨガプログラム
講師　Miyuki 先生
夕食交流会

日　時

参加費

内　容

2021年11月6日（土）
ワークショップ14時～　夕食会　18時半～
大人 1,000円　子ども 800円（ディナー料金）
お子様で大人のディナー希望の方は、1000円
になります。

第５回　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。
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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。

大熊町交流ゾーンに転職しました

　福島県は浜通り、富岡町
からこんにちは。2017年春
の避難指示解除（一部帰還
困難区域を除く）からはや4
年半。「5年目の節目」が近づ
いて、期待と不安でいっぱ
いです。よく「震災から10
年」と枕詞が使われますが、
何となく「解除から5年」と
いう時間軸の方が、復興の
ロードマップ的には重要な
気がします。お隣の大熊町は2019年春に最初の避難解
除でしたが、この10月に大川原地区にある役場前に、念
願の宿泊温浴施設「ほっと大熊」と交流施設「linkる大熊」
がオープンし、4月に先行オープンしていた商業施設「お
おくまーと」と合わせて「大熊町交流ゾーン」としてグラ
ンドオープンしました。浪江町の「道の駅なみえ」や、楢葉
町の「ここなら笑店街」にようやく並んだ感じです。蛇足
ですが、僕も富岡町の某ホテル勤務から、ほっと大熊勤務
へと転職しました。もし浜通りにお越しの際は、お声がけ
ください。

一日の情報量について考える

　さてみなさんは、日々どうやって情報を得て、取捨選択
していますか？新聞、テレビ、ラジオ、雑誌にインター
ネット、SNS、スマホが加わり、僕たちの一日に受けとる
情報量はネットやスマホが無かった時代と比べて500
倍、1000倍に増加したとも言われます。「私たちが1日に
受取る情報量は江戸時代の1年分、平安時代の一生分も
ある」という研究結果もあります。しかし人間の脳の処理
速度や容量は、せいぜい2倍から10倍程度しか増えてい
ないと考えられます。いつの時代も「本の虫」と呼ばれる
知識量豊富な人はいるものです。平々凡々な脳みその僕
としては、限りある脳のメモリ、心のハードディスクに収
める情報を、幸福な暮ら
しにつながる食や農の
情報を中心にしていき
たいと思って日々、メ
ディアを取捨選択して
います。しかし、こと「フ
クシマ」に関して情報を

集めようとすると、とにかく賛否が分かれる情報、信ぴょ
う性が確認できない科学的知見、嘘やデマの応酬であふ
れていて、どう情報を処理していいやら困り続けたこの
10年半でした。

メディアを変えれば未来が変わる 

　マスメディアと市民メディア、両方をバランスよく
チェックしつつ、右寄り左寄りの知識人や専門機関、両方
の論考をストレスのない範囲で読み解きます。無料のメ
ディアは、広告主や視聴率への縛りもあり、報道しない/
できない事実がたくさんあります。しかしそれが即「真実
を隠蔽している」というコトにはならないと思っていま
す。大概の事は調べれば報道されているわけで、要はその
頻度や対象が制限されている、くらいに考えた方が生き
ていてしんどくないのではないかと思うのです。という
わけで、面倒ではありますが、「年収の１％を信頼できる
メディアに支払って情報を得る」と基準を作って、家族会
議をして購読する専門誌（主にNPO機関紙）を選別しま
す。「信頼できる＝間違いがない/真実である」というわけ
ではありません。あくまで、「事実をベースとした一つの
意見」として情報を受止めます。今回ご紹介するのは、そ
んな市民メディアの例です。メディアを変えれば未来が
変わる。日々受け取る情報について、自分なりの基準や哲
学を磨き、しかるべき対価を払う価値のあるメディアを
選択（応援）することで、自分の未来をよくするために必
要な情報へとたどり着きたいと思います。

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 

14時 ボディメインテナンス「下半身を鍛える2」
テーマに合わせてカラダについてとセ
ルフケアを学ぶ　
講師　ヤギ接骨院 鳩岡トレーナー

日　時
参加費

内　容

16時

17時半

19時

季節の料理教室 「鯖料理」
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 「上半身巡りヨガ」
季節や参加者の状態に合わせた無理の
ない気持ちの良いヨガプログラム
講師　Miyuki 先生
夕食交流会

内容
2021年12月4日（土）
ワークショップ14時～　夕食会　18時半～
大人 1,000円　子ども 800円（ディナー料金）
お子様で大人のディナー希望の方は、1000円
になります。

第 6 回　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。

2021
november

参考リンク

ロシナンテ社「月刊むすぶ」（年間購読料）
http://www9.big.or.jp/~musub/index2.html

原子力資料情報室通信（月刊・年間購読料）
https://cnic.jp/category/cat010/cat012

FoE JAPAN季刊紙「GREEN EARTH」
（季刊・年会費5,000円から）
https://www.foejapan.org/join/

使い捨て時代を考える会 ニュースレター
http://www.anzennousan.com/index.html
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毎年恒例の紅葉狩り。今年も京都を中心に世界の庭もデ
ザインされてきた庭デザイナーの皆川さんと一緒に紅葉
狩りツアーに出かけます。紅葉の状況がわからないため、
日程や場所をベストな場所を選んでいただき訪れます。
庭デザイナーさんの選ぶ紅葉の綺麗なスポット。デザイナー
さんのお話を聴きながら、秋の1日を静かに自然に溶け込み

ながら過ごしませんか。お友達や家族を
お誘いの上、お気軽にご参加ください。
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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

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。

ラクラクヨガ
日　時　2021年12月4日（土）17時半～18時半
内　容　季節や参加者の状態に合わせた無理のない
　　　　気持ちの良いヨガプログラム
テーマ　上半身めぐりヨガ
講　師　Miyuki

ボディメンテナンス
日　時　2021年11月6日（土）14～15時半
内　容　ボディメンテナンス＆個人指導
テーマ　上半身を鍛える
講　師　ヤギ接骨院　鳩岡トレーナー

季節の料理教室
日　時　2021年11月6日（土）16時～17時半
内　容　食材についての講義＆
　　　　秋の調理のデモンストレーション
テーマ　お米料理
講　師　土井勝料理教室ラボ　講師

ラクラクヨガ
日　時　2021年11月6日（土）17時半～18時半
内　容　季節や参加者の状態に合わせた無理のない
　　　　気持ちの良いヨガプログラム
テーマ　消化力アップヨガ
講　師　Miyuki

ボディメンテナンス
日　時　2021年12月4日（土）14時～15時半
内　容　ボディメンテナンス＆個人指導
テーマ　下半身を鍛える2
講　師　ヤギ接骨院　鳩岡トレーナー

季節の料理教室
日　時　2021年12月4日（土）16時～17時半
内　容　食材についての講義＆
　　　　調理のデモンストレーション
テーマ　鯖を使った料理教室
　　　　メニュー（鯖の塩焼き他）
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。

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。（minnanote123@gmail.com）

お申込方法

福島県を訪れ、歴史や文化を学び、自然に触れ、現状を知ることにより、ふるさととのつながり作りをしていただくためのツアーです。震災の影
響で福島県外に居住・移住されている方々と帰還者・在住者の方との交流を図ることも目的にしています。

ふるさととつながろうツアー

ふるさととつながろうツアーのお申し込み
ご希望の方は、お名前・参加者の人数・希望のツアー名・現在の居住地・メルアド・携帯の電話番号を記載の上、みんなの手
（minnanote123@gmail.com）までメールで仮申し込みをしてください。その後に正式な申込用紙を送りますので必要事項を記入後に、みん
なの手に送付していただき、受領後に申込終了となります。

お申し込み 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。

日　時
集　合

解　散

参加費
注　意

2021年11月13日（土）もしくは27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　22時
京都駅観光バス乗り場　19時
大人 1,650円　小学生以下 1,100円（ランチ代）
荒天の場合や紅葉の状況により、27日に変更
することもありますのでご了承ください。変更の
場合、申込された方に事前にご連絡いたします。

内　容
場　所

紅葉狩り・ランチ・交流
京都市内・近辺の庭園等

交流ツアー 京都の庭デザイナーと廻る紅葉狩り

2021年年末ツアー（仮題）

2021年最後のツアーです。今年を振り返りながら、一緒
に楽しい時間を過ごしましょう。

第5回 日　時
集　合
定　員
参加費

2022年12月28日（火）
10時半 郡山駅　　解　散　18時半 郡山駅
15名
1,100円（ランチ代）

自然と共に生きる暮らしを学ぶツアー

参加費

ご注意

日帰りの方　1,100円　　
宿泊の方 大人　2,800円　子ども 2,300円
20日に宿泊希望の方は、フォレストパークあだた
ら近隣で宿泊し、翌日福島駅で解散になります。

スケジュール
11時
12時

福島駅出発
フォレストパークあだたら到着 ▶ 野外調理 ▶ 自
然探索 ▶ 福島駅解散 
（宿泊の方は、20日夜交流会 ▶ 宿泊
21日10時半　福島駅解散）

災害対応キャンプで訪れたフォレストパークあだたらを
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。緊急事態宣言延長で中止した9月のツアーを内
容を少し変更して実施いたします。

第4回

日時
集合
場所

2021年11月20日（土）
11時 福島駅　　解散　18時半 福島駅
フォレストパークあだたら　　定員　15名

7時半 新大阪駅出発　8時半 京都駅出発
9時～9時半 京都近辺の庭園
12時 ランチ　18時 庭園出発
19時 京都駅解散　20時 新大阪駅解散

スケジュール

日時 2021年12月25日（土）16時

内容

詳細

クリスマスコンサート・クリスマスディナー・プ
レゼント交換（お子様）他
次号のニュースレターで

季節のイベント みんなの手のクリスマス会
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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４回夕食会

　10月2日第4回夕食会を開催しました。緊急事態宣言
のために、県を跨ぐ活動が制約されて、京都府内の方限定
で行った前回の交流会。やっと解除になり、京都外からも
避難者の方が集まり、賑やかに、会が始まりました。

下半身を鍛えるボディメインテナンスワークショップ

　今回のボディメインテナンスのワークショップは、下
半身に中心にトレーニングしました。
　まずは、呼吸からスタート。仰向けでビリージング（腹
式呼吸）、生後3ヶ月の呼吸ポーズ、6ヶ月目の呼吸ポー
ズ、PMET(横に寝てカラダを丸めて呼吸)、１stポジショ
ン（正座）、キャット呼吸（四つんば）等、違ったポジション
で呼吸をしました。ポジショニングを変えることで呼吸
を意識して行え、姿勢を整えることができました。
　次に、トレーニングやコンディショニングで話題の“モ
ビリティ（可動性）トレーニング”を行いました。可動性と
は自らのカラダを思いのままにコントロールして動かせ
る能力のこと。私たちは、キャット＆ドック、アシカ＆
ドック、カエルストレッチ等動物のようなポーズをしな
がら、腎部、内転筋、大腿全面のストレッチをしました。カ
ラダを伸ばし続けると身体が柔らかくなり、リラックス
して、心に余裕が生まれました。
　更に、体感の安定性を高めるスタビリティトレーニン
グを行いました。ビッグカール、トランクカール、リバー
スカール、レッグツイスト、デッドバックなど。このよう
なトレーニングを通じてカラダの安定性を図ることによ
り、身体のパフォーマンス向上、怪我の防止、トレーニン
グ効率の向上を期待することができるそうです。
　カラダの基盤をしっかり整えて、最後に筋力トレーニ
ングのスクワットをしました。辛いはずのスクワットも
モビリティ＆スタビリティトレーニングのおかげか楽に
数セットすることができました。
　教えていただいたトレーニングは自宅でも行えるの
で、呼吸を正しく行って、姿勢をよくして、カラダの稼働
力と安定性を高めて、自分でコントロールできるカラダ
作りをしていきたいと思いました。

米がテーマの季節の料理教室

　ボディメインテナンスの後は、土井勝キッチンラボの
講師の方に教えていただく季節の料理教室でした。今回
は、お米お料理がテーマです。
　まずは、土井先生から「どうして米を洗うのか」の問い
に参加者からは「何となく洗っている」という答えが。正
解は、米の表面についている米ぬかを落とすために行う
そうです。そしてポイントは、水が透明になるまでしっか
り洗うことだそうです。米をしっかり洗ってからは、ザル
に移して、水切りをして、40分ほどおいて洗い米になる
そうです。
　私たちは、しっかり米ぬかを洗いおとした洗い米、洗い
足りない米、無洗米の味比べをしました。味の差は微妙で
したが、美味しいと思ったのが、洗い足りない米でした。
ぬかの味が美味しいと思ったようです。
　食べ比べは、美味しい米を見極めるために行ったので
はなく、自分の好きな味を知っておくためだそうです。土
井先生や講師の先生は洗い米が美味しいとおっしゃって
いたので、日頃からしっかり米を洗っているのがわかり、
改めて、米を洗うことを何となくしていたことがわかり
ました。
　今回紹介いただいたレシピが、八方粥です。餅米に、ド
ライフルーツやナッツ類を入れて炊き込む甘いお粥でし
た。自然の甘みのするもちもちした食感のお粥は参加者
の方に好評。材料を切って、餅米と一緒に煮込むだけなの
で家庭で簡単に作れる役立つメニューでした。お子様の
おやつにもピッタリ。試食タイムも皆さん満足な様子で
した。

ヨガレッスンで達成感！

　最後のワークショップ
はラクラクヨガレッスン
でした。今回も、いつもの
ように無理なくカラダを
伸ばしながら、カラダ全

体の循環を良くして、体幹も鍛えるちょっときつめの
ワークでした。食欲の秋、美味しいものをいただく機会が
多いので、消化を助けるヨガも行いました。
　最後に２つのグループに別れて、ちょっときつめの
ポーズにチャレンジ。先生と他の参加者が見守る中、脚を
床まで伸ばして数秒間ホールドしました。ボディメイン
テナンスでカラダの可動性アップトレーニングを行って
いたせいか、全員問題なくクリア。先生にも褒めていただ
き、皆で大喜び。互いを褒め合いながら達成感を感じまし
た。「みんなですると気持ちいね」「一緒にやるからやる気
になるのよね」と言った声も上がりました。

「もっと話したいね」で終わる交流タイム

　３つのワークショップの後は、わっぱ飯を食べてから
交流。ワークショップの感想を共有したり、近況報告や今
後の予定の確認をしているとあっという間に終了時間に
なり、「もっと話したいね、、、」という感想でで今回の夕食
会も終わりました。
　来月は11月6日（土）14時（13時半～受付）からの開催
です。緊急事態宣言や時短営業も解除されて、当たり前の
日常に戻りつつある今、ちょっと勇気を出して引きこも
り生活から一歩
外に出てみては
いかがですか。
みんなで楽しい
時間を過ごした
いと思いますの
で、皆様のお越
しをお待ちして
おります。

11月6日（土）　14時（13時半～受付）～
ボディメインテナンス（上半身を鍛える）・料理教
室（お米を使ったお料理２）・ラクラクヨガ　（下
半身巡りヨガ）

八宝粥

材料　4人分
もち米 1カップ　　　  水 7カップ
十六穀米 30グラム　　なつめ 4個
松の実 5グラム　　　  くるみ 15グラム
干しあんず 6個　　　  クコの実 大さじ1
干しいちじく 4個　　  砂糖 大さじ5

下ごしらえ
もち米を洗い、水７カップに30分以上浸水させる
①を鍋に入れ、十六穀米、松の実、干しいちじくを
加え火にかけ、蓋をして（菜箸1本少し開けてお
く）約1時間程度弱火で煮る
②を煮ている間にくるみ、あんずを粗みじんにする
②を45分程度煮たところで、③と砂糖、なつめを
加え残り15分ほどさらに煮る

仕上げ
仕上がり直前にクコの実を入れて出来上がり
粥を器に盛りいただきます
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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。
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②両足をそろえて、天井方
向にゆっくり持ち上げる。

③肩甲骨を寄せながら、両
手でお尻を持ち上げ、足を
頭の向こう側に置く。

④上半身が安定したら、両
手を握り、肘を伸ばして、床
を押す。
＊手で腰を持ったまま、足
を頭の向こう側のいけると

　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、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。

　11月7日に立冬を迎え、秋が極まり、冬の気配が立ち始
める季節になりましたね。
　といっても、今このコラムを書いているのが、10月の
頭、異常気象ともいわれている真夏の暑さが続いている
ので、冬の気配が待ち遠しいです。
　今回のコラムは、10月にきのわさんで開催したヨガイ
ベントの復習と11月のイベントの予習となる秋から冬へ
切り替わるこの時期におススメのヨガをご紹介します。

☆消化力UPヨガ　鋤のポーズ☆【10月ヨガの復習】
-内臓の意思を正しい位置に戻し、消化力が高まる効果-
＊首に負担がかかるポーズなので、首を痛めている方は
行わない様に＊
①マットの上に仰向けになる。

　秋なすび同様、「嫁に食わすな・・・」と言われたのが、秋
に獲れる『鯖』、本鯖(マサバの別名)とごま鯖があります
が、塩焼き、煮付け、しめ鯖などで食卓に上るのは、腹が銀
色に光っている、本鯖。腹に黒い斑点のあるごま鯖は、お
もにさば節に加工され、おそばなどの出汁を取るのに利
用されます。

　本鯖は、春から夏にかけて産卵し、その後衰えた体力を
回復し冬に備えるため、餌を貪欲に取るようになります。
秋鯖に旨味が乗って美味しくなるのはこのため。夏には
痩せて数%しかなかった脂肪分は10月・11月には20%
ほどになり、身はぶりぶりとはち切れんばかりに美味し
くなるのです。

良い鯖の見分け方は、
☆よく肥えているもの(1キロ前後)を選ぶ。小ぶりのもの
は旨みがやや落ち身もバサバサしています
☆身が固くしまっている事も大切。鯖は死ぬとすぐ硬直
し、時間がたつほどに柔らかくなってしまいます
☆背が青光りして、全体にツヤがあることも、目利きのポ
イントです
☆腹に金色の筋が浮き出てるものは、とびきりの鮮度の
しるしです
　買い物中、魚屋さんで魚の目利きで楽しみ、腹に金色の
筋の入った大ぶりの鯖を見かけたら、今夜のおかずは鯖
です。

　秋が旬の魚ですが、日本海側の鯖は、産卵前の3月～5
月の春鯖が旨いとされ、関西で珍重されます。

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。

～ヨガの基本 “消化力UP＆下半身巡りヨガ”～

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。

ころまで伸ばしてもOK＊
⑤キープしたまま、3呼吸繰り返す。

☆下半身巡りヨガ☆【11月ヨガの予習】
-股関節をゆるめて、リンパを流し、下半身の巡りを良くす
る効果-

ストレッチをする際の注意点
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

①長座で座り、右足を曲げて、膝を
トントンと床の方向に動かし、股関
節を置くからほぐす。

②余裕があれば、外くるぶしを太も
もの上に乗せて、更に揺らす幅を大
きくする。

③左の膝を曲げて、お尻周りを揺ら
しながら、お尻の奥からほぐす。

④余裕があれば、曲げている足の太
ももに両手を回し、手をつないで、
更に深くほぐす。

⑤左の足を伸ばし、前屈を行う。3
呼吸繰り返す。

⑥左右足を入れ替えて、同様に行う。

いかがでしたか？
少し難易度が高いポーズもありますが、身体の声を聞き
ながら、無理なく行ってみてください。身体や呼吸の変化
を感じながら、心地よい状態を味わいましょう。
11月6日に行われるきのわさんでのワークショップでお
会いできるのを
楽しみにしております。
日々、皆様が笑顔でありますように。

　鯖は酢と相性よく、防腐の効果もあって、酢でしめた鯖
ずしが各地であります。大阪・京都のバッテラ、奈良吉野
の柿の葉ずし、土佐姿ずし、若狭のなれずし、変わったと
ころでは、酢で煮る鳥取の煮なますなどがあります。ちな
みにバッテラとは、ポルトガル語のバッテーラ、ボートの意
味。3枚におろした身が、その形に似ているのが由来です。

　お料理生活、魚屋に金色の筋の入った本鯖探しながら
の、買い物も楽しいです。
　鯖があれば本来のおいしさを味わうシンプルで贅沢な
料理法は塩焼きです。

鯖の塩焼き

材料（4人分）

鯖上身 ４切れ　　塩　　大根おろし 100グラム
すだち ２個　　紅生姜

作り方

① 鯖上身は肩に切り身を入れて、両面に塩をふる
② 熱した魚焼きあみに①の皮を下にしてのせ、火を弱め
て焼き、程よく焼き目がつけば箸を網目に沿わせて身を
静かに起こして外す。（この時外れにくいのは焼きがたり
ない）全部外して返し、火を弱めて焼いて魚に火を通す
③ 器に盛り大根おろし、紅生姜を盛り添えてすだちを添
え、醤油と共にすすめる

t

①長座で座り、右足を曲げて、膝を
トントンと床の方向に動かし、股関
節を置くからほぐす。

②余裕があれば、外くるぶしを太も
もの上に乗せて、更に揺らす幅を大
きくする。

③左の膝を曲げて、お尻周りを揺ら
しながら、お尻の奥からほぐす。

④余裕があれば、曲げている足の太
ももに両手を回し、手をつないで、
更に深くほぐす。

⑤左の足を伸ばし、前屈を行う。3
呼吸繰り返す。

⑥左右足を入れ替えて、同様に行う。
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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

Beau t i f u l  Wor l d

サリー

　ぐっと寒さを、空気の冷たさを感じる頃になってきま
したね。慌てて衣替えをしたという方も多いのではない
でしょうか。

　この「寒さを感じる」感度も人によって大きく違います
ね。夏のクーラーもそうです。ある温度設定で同じ部屋に
いても、寒いという人もいれば、まだまだ暑いと感じる人
もいます。こんなふうに、感覚は人によって違います。
言ってみれば、違って当たり前なのかもしれません。だっ
て（自分と）違う人間ですから（笑）
　この違う前提（違って当たり前、前提）がそもそもある
だけで、コミュニケーションは随分楽になります。

　人はつい「自分のものさし」で相手を推し量ったり、
ジャッジしてしまいがちです。なんで、わかってくれな
い、通じない、（相手が）間違っているなど、私のこう思う、
を押しつけてしまったりします。また、自分のものさしで
判断と言えば、こういう場合もありますね。（自分は）こう
思われているんじゃないか。こう見られているに違いな
い、と、勝手に思う。自分の世界観の中での捉え方で思い
込んでしまうことです。それで、落ち込んだり、ゆううつ
になったりしてしまう。まさに、「一人劇場」そんな状態で
す。いずれも、自分の価値観というものさしで、相手のこ
とを決めつけているようなこと、なんですね。

　考え方も感じ方も、ひとり一人、様々なはず。そして、相
手の気持ちは、本当のところは聞いてみないと、わからな
いものです。だから、個性や感性の違いを容認できると、
目の前の世界はきっと違って見えてきますね。

　一つの例ですが、私は大人の方を対象に「絵本セラピー」
というものを行っているのですが、その違いが如実にあらわ
れて、とても面白いです。一冊の絵本でも、子供は自分が絵本
の主人公になって感じる、自分を重ねて想像したり味わった
りしています。しかし大人は、人生経験も多く重ねています。
なので、自分がおかれてる状況だったり、心のコンディション
などによって、捉える視点が実に様々なんです。シェアすると、
自分と他の人が全く違うところで響いていることに、気がつき
ます。異なる見方に出会って新鮮な感動を覚えるのです。

　まさに違う感性。皆んな違って、みんないい、です。この
ように、自分とは違う意見や見方に出会った時、まず受け

とめてみることが、大事かなって思うのです。そうなんで
すね（そう感じるんですね）と言って、ワンクッション。気
持ちの余裕を持つ。そのいったん受けとめる、があるだけ
で、コミュニケーションは全く違うものになります。言い
たいことも、相手の言葉を一度受けとめてから伝えると、
会話も温和な空気になっていきますね。人って、受けとめ
てもらえてる、という感覚、本当に大事なんですよね。

　近しい人、家族だったら、余計にその気持ちが働きま
す。だから心がける。ついつい自分の言いたいことを、伝
えたいことを一生懸命にしてしまう。相手の言葉を受け
とめずに、自分のこう思うで、返してしまったりする。だ
からこそ、組織での会議然り、普段の人間関係でも「受け
とめる」勇気、大切にしたいですね。

　よく聞きませんか？夫婦でも、相手を「宇宙人と思え」っ
て。身近な夫婦でさえ、それぐらい感性も感覚も思考も違
うってことなんですね！それを悩んだり、苦にしたりするので
はなくて、面白がる。「へーそう感じるのね、そう思うのね」と
違いを味わってみる。そして、この違いを苛立ちにするのも、
面白がるのも、全てあなた次第、あなたの選択なんです。目の
前にあらわれる世界は、あなた自身が作っているのです。

　ー皆んな違って、みんないい。今日はちょっとコミュニ
ケーションのお話でした。

　実りの秋。美味しいものを囲んで、楽しい会話が弾みま
す。そして毎年、同じ秋でも、違いがあります。
　油断してたら、急に寒さがきましたが、これから今年の
秋の紅葉も楽しみた
いですね。美味しく
食べて、自然に感謝
しながら、楽しく、今
年も充実の秋を過ご
しましょう。

Report みんなの手主催のイベントをご報告します。ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。Columun

M
innanote N

ew
sletter

M
innanote N

ew
sletter

　2021年10月16日第４回ふるさととつながろうツ
アーを実施しました。残念ながら前回のツアーが緊急事
態宣言のためにキャンセルになってしまったので、皆さ
ん今回の開催を心待ちにしていたようです。福島駅に11
時に集合。バスに乗り込み、２ヶ月ぶりに他の参加者と再
会。今回のツアーでは、福島県東和町にある遊雲の里
ファームを訪れ、オーナーの菅野さんの指導の下、稲刈り
体験やビオトープを観察する予定でした。私たちは、止み
そうもない雨空を時折仰ぎながら、バスの中で恒例の近
況報告をして１時間のバスの移動時間を過ごしました。

自宅に戻ったように

　「お帰りなさい」と玄関にある言葉通り、菅野さんが我
が家に帰る家族を迎えるように菅野さんが明るい笑顔で
迎えてくれました。お正月来れなかった菅野さんの民宿。
とても懐かしくまるで実家に帰ったようでした。
　まずは、菅野さんからのご挨拶。
。。。。。今日は遠くから二本松市東和地区においでいただ
きありがとうございました。あいにくの雨になってしま
いましたので稲刈りとはせがけができませんのでビニー
ルハウスで完熟トマトの収穫をお願いします。はせがけ
とは刈り取った稲束を棒と竹のはせに自然乾燥をさせる
作業です。
　「風味」という言葉があるように、これから初冬に向け
て稲や干し大根や干し柿などを北風の寒風にさらして自
然に乾燥させることによって水分が飛んで甘みがぎゅっ
と凝縮されるから美味しい棚田米、干し大根、干し柿にな
る、だから風の力で甘みが増すことを風味があるという
んですね。
　つぎは「案山子」という漢字です。案山子ってなんです
か。鳥よけ・・^ ＾でもこの字には鳥よけの意味はないで
すよね。「山の神を案内する子ども」という意味なんです。
つまり、こんなにたくさんのお米がとれました。たくさん
の野菜がとれました、山の神、田の神、水の神、自然の恵み

のお蔭で豊
かな作物が
とれて、自然
の恵みに感
謝をするた
めに秋祭り
があります。
その自然恵

Report 2021年度 4回目のふるさととつながろうツアー
「農業体験とビオトープ観察ツアー」を振り返って

み（山の神）に感謝をするために案山子をたてて案内し、
自然と人間が一緒に酒宴をあげるためなんですね。
　もう一つ、「ご馳走」ごちそうさまでした。これは馬が日
の出から日の入りまで走って他から集めてくるものがご
馳走という意味です。馬が走ってくる也です。つまり二本
松市に来たら二本松のものを食べるのがご馳走です。京
都では京都の食べ物がご馳走ということです。地産地消
とも言います。
　福島に来たら福島の美
味しい食べ物を食べる、今
日はたくさんご馳走を食
べていってください。。。。。

野菜収穫

　菅野さんの挨拶の後は、
昼ごはんを軽くいただき、
菅野さんのファームで、夏
野菜の収穫をさせていた
だきました。ビニールハウ
スの中は外と対照的に蒸
し暑く、そして真っ赤に
実ったトマトや色鮮やか
なパプリカ、大ぶりで肉厚
なピーマンにピチピチの
ナス、新鮮なパセリがハウ
スいっぱいに育ち、まるで
そこは夏のようでした。今
年は暑さが長引いている
ため、まだ夏野菜が育つの
だそうです。

　早速トマトを収穫してその場
で丸かじり。口の中いっぱいに
果汁が広がり溺れそうになりま
した。市販されているものとは
甘味も酸味も鼻に抜ける風味も
こんなに違うんだととても感動
しました。どれも大ぶりで色艶
もよく、大自然の中で育ててい
るからこそなんだ、と思いまし
た。

10ヶ月遅れのお餅つき

　お昼を回ったあたりから雨が
小降りになってきたので外でお
餅つきをしました。例年行って
いたお正月の餅つき。今年は、自
粛のためにツアーが中止になっ
てしまったので行えず、やっと
念願の餅つきができました。
　 「重い！」「こんなの振り下ろ
せない！」こんな声が出るほど
杵は重量があります。菅野さん
曰くそれほど重い杵でつくから
こそ粘りとコシのあるお餅にな
るのだそうです。
　菅野さんの「えいや！」「は
い！」と威勢のいい掛け声に合
わせて一心不乱に杵を下ろして
ついていきます。真っ直ぐお餅めがけて振り下ろすのは案
外難しく、中々潰れません。力のある男性陣をメインに交
代でみんなでついていきましたが、出来上がる頃にはみん
なヘトヘト。出来上がった感動と同じぐらい疲れていまし
た。
　早速試食。つきたての餅は違う！粘りがとても強く、噛

み切るのにも一苦
労するほどの弾
力。つくことで温
かくなったお餅
は、電子レンジで
加熱したのとは全
く違う温かさで、
お米の甘味をより

引き出しているように思いました。新米だからこそここ
まで美味しく仕上がるのだそうです。
　つきたての餅に、納豆やきな粉、あんこを絡め、お雑煮
もいただきました。丹精込めて作ってもらった料理はど
れも美味しく、お腹も心も充分満たされました。

木村真三先生のお話を伺う

　餅をいただいた後は、獨協医科大国際疫学研究室の准
教授で放射線衛生学者の木村真三先生のお話を伺いまし
た。木村先生の所属する研究室の分室が二本松にあり、こ
こ数年山菜の放射線測定を行っており、地元の復興に寄
与させれているそうです。

原発推進から反対の立場に

　木村先生は、1999年に東海村のJCO臨界事故が起
こった際に現地入りし調査を行いました。それまでは原
発推進派だったのですが原子力発電所の現状を見て、原
発はダメじゃないかと思うようになりました。そして原
発の研究を始め、チェルノブイリにも入りました。周囲か
らはやめておけ、10年以上経つのになぜ今更、と言われ
ました。しかし、これから起こるであろう事故に備えるこ
とが大切なんだと言い、以来22年研究しています。

震災発生当初から開始した放射線測定

　先生は、震災直後に、東海村の原発事故の現地入りした
経験から、福島第一原子力発電所事故では福島入りをし
て初動調査をしたいと頼みましたが、余計なことをする
と断られました。その時、企業や組織の中からは変えられ
ないと痛感しました。しかし、黙っていてはいけないと思
い、迷惑をかけないように厚労省に辞表を提出し、自ら、
放射線測定を開始しました。
　以来、各地でサンプルを採取し、検査を続けています。
3年半で130サンプル測りました。時には、それまでは放
射能が検出されなかった場所から検出されることがあり
ます。未だに福島第一原発から飛んできてるのかと思い
詳しく調査すると、そうではなく、事故当日一面に降り注
いだものが風で再浮遊していることや風の流れを逆算す
ると会津や山形、新潟から流れてきたものだとわかりま
した。つまりそこまで飛んできていたわけなので、原発付
近だけの問題では無いと痛切に感じています。
　現在、全国各地で子供向けに話をしています。子供だけ
でなく大人向けにも話をしていますが内容は同じです。

大切なのは基礎を知ること。報道されていることが全て
ではないこと。危ない、怖い、で終わらせるのではなく、危
ないならどうしたらいいのか、どうするべきなのかを提
案しています。

夏の終わりの花火

　夜には雨が完全に上
がったので、花火で遊ぶこ
とにしました。最近は花火
禁止の公園も増えている
ので中々する機会がなく、
子供たちも大はしゃぎで
す。まず最初の一本をろう
そくで点火します。少しし
てから激しい勢いで明る
く燃え上がる花火。周りに
余計な灯りが一切ないの
でより一層魅力的に輝い
ています。皆で無我夢中で
遊びました。
　そして最後にみんなで
線香花火に着火。さっきま
での激しさはなくしっと
り静かに燃える球。「最後
の線香花火が落ちたら夏
は終わるんだよ」と参加者
の方が言っていました。線
香花火も全てなくなり、ま
た真っ暗になりました。こ
れで少し切ないですが遅
めの夏が終わったように
思いました。

帰りのバスにて

　菅野さんの民宿に１泊
して、翌日、バスで福島駅
まで戻りました。あっとい
う間だった一泊二日のツ
アーの中で農業体験がで
き、他の参加者や福島の地元住民、帰還者との交流もでき
ました。帰りのバスでは楽しい時間を振り返りさまざま
な感想をいただきました。「稲刈りが中止になったのは残

念だったけれど、野菜ができるところを観察したり収穫
できたのはいい体験だった」「福島の民宿に泊まることが
初めてだったのでとても楽しかった。」「木村さんの話は
とても衝撃的だった。とても一晩では足りないので今後
も定期的に連絡を取って話を聞いていきたい」。。。　参加
者にとり有意義な体験になり良かったと思いました。

ツアーを振り返って

　あいにくの天気で予定が変わってしまったのは残念で
はありますが、今回も充実した時間を過ごすことができ
ました。有機野菜の美味しいもぎたての野菜を収穫した
こと、杵で皆で力を合わせて餅つきをして、自然の恵みを
いただいたこと、震災以来福島県の放射線物資と向かい
合いながら活動されている木村さんの話が聞けたことな
ど全て貴重なことだと思いました。
　木村先生のお話から、情報は自分で収集するしかない
と思いました。ただし、集めた情報が全て真実とも限りま
せん。大切なのは自分でキチンと調べて真偽を確かめる
ことであり、真実だとわかった情報を元にしてさらに情
報を積み重ねていくことで全体像を把握することなのだ
と思いました。そして、震災から、今も、放射線を測定し続
け、データを集積しながら、ブレることなく自分の考えを
発信し続けている研究者の方がいることがおられること
に感謝の念を感じました。
　最後になりますが、いつも楽しい企画や美味しい料
理を提供してくださる菅野さん一家、送り迎えをして
くださる郡山中央交通の乗務員さん、そして貴重なお
話をしてくださった木村先生、どうもありがとうござ
いました！
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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10月16日第４回ふるさととつながろうツ
アーを実施しました。残念ながら前回のツアーが緊急事
態宣言のためにキャンセルになってしまったので、皆さ
ん今回の開催を心待ちにしていたようです。福島駅に11
時に集合。バスに乗り込み、２ヶ月ぶりに他の参加者と再
会。今回のツアーでは、福島県東和町にある遊雲の里
ファームを訪れ、オーナーの菅野さんの指導の下、稲刈り
体験やビオトープを観察する予定でした。私たちは、止み
そうもない雨空を時折仰ぎながら、バスの中で恒例の近
況報告をして１時間のバスの移動時間を過ごしました。

自宅に戻ったように

　「お帰りなさい」と玄関にある言葉通り、菅野さんが我
が家に帰る家族を迎えるように菅野さんが明るい笑顔で
迎えてくれました。お正月来れなかった菅野さんの民宿。
とても懐かしくまるで実家に帰ったようでした。
　まずは、菅野さんからのご挨拶。
。。。。。今日は遠くから二本松市東和地区においでいただ
きありがとうございました。あいにくの雨になってしま
いましたので稲刈りとはせがけができませんのでビニー
ルハウスで完熟トマトの収穫をお願いします。はせがけ
とは刈り取った稲束を棒と竹のはせに自然乾燥をさせる
作業です。
　「風味」という言葉があるように、これから初冬に向け
て稲や干し大根や干し柿などを北風の寒風にさらして自
然に乾燥させることによって水分が飛んで甘みがぎゅっ
と凝縮されるから美味しい棚田米、干し大根、干し柿にな
る、だから風の力で甘みが増すことを風味があるという
んですね。
　つぎは「案山子」という漢字です。案山子ってなんです
か。鳥よけ・・^ ＾でもこの字には鳥よけの意味はないで
すよね。「山の神を案内する子ども」という意味なんです。
つまり、こんなにたくさんのお米がとれました。たくさん
の野菜がとれました、山の神、田の神、水の神、自然の恵み

のお蔭で豊
かな作物が
とれて、自然
の恵みに感
謝をするた
めに秋祭り
があります。
その自然恵

み（山の神）に感謝をするために案山子をたてて案内し、
自然と人間が一緒に酒宴をあげるためなんですね。
　もう一つ、「ご馳走」ごちそうさまでした。これは馬が日
の出から日の入りまで走って他から集めてくるものがご
馳走という意味です。馬が走ってくる也です。つまり二本
松市に来たら二本松のものを食べるのがご馳走です。京
都では京都の食べ物がご馳走ということです。地産地消
とも言います。
　福島に来たら福島の美
味しい食べ物を食べる、今
日はたくさんご馳走を食
べていってください。。。。。

野菜収穫

　菅野さんの挨拶の後は、
昼ごはんを軽くいただき、
菅野さんのファームで、夏
野菜の収穫をさせていた
だきました。ビニールハウ
スの中は外と対照的に蒸
し暑く、そして真っ赤に
実ったトマトや色鮮やか
なパプリカ、大ぶりで肉厚
なピーマンにピチピチの
ナス、新鮮なパセリがハウ
スいっぱいに育ち、まるで
そこは夏のようでした。今
年は暑さが長引いている
ため、まだ夏野菜が育つの
だそうです。

　早速トマトを収穫してその場
で丸かじり。口の中いっぱいに
果汁が広がり溺れそうになりま
した。市販されているものとは
甘味も酸味も鼻に抜ける風味も
こんなに違うんだととても感動
しました。どれも大ぶりで色艶
もよく、大自然の中で育ててい
るからこそなんだ、と思いまし
た。

10ヶ月遅れのお餅つき

　お昼を回ったあたりから雨が
小降りになってきたので外でお
餅つきをしました。例年行って
いたお正月の餅つき。今年は、自
粛のためにツアーが中止になっ
てしまったので行えず、やっと
念願の餅つきができました。
　 「重い！」「こんなの振り下ろ
せない！」こんな声が出るほど
杵は重量があります。菅野さん
曰くそれほど重い杵でつくから
こそ粘りとコシのあるお餅にな
るのだそうです。
　菅野さんの「えいや！」「は
い！」と威勢のいい掛け声に合
わせて一心不乱に杵を下ろして
ついていきます。真っ直ぐお餅めがけて振り下ろすのは案
外難しく、中々潰れません。力のある男性陣をメインに交
代でみんなでついていきましたが、出来上がる頃にはみん
なヘトヘト。出来上がった感動と同じぐらい疲れていまし
た。
　早速試食。つきたての餅は違う！粘りがとても強く、噛

み切るのにも一苦
労するほどの弾
力。つくことで温
かくなったお餅
は、電子レンジで
加熱したのとは全
く違う温かさで、
お米の甘味をより

引き出しているように思いました。新米だからこそここ
まで美味しく仕上がるのだそうです。
　つきたての餅に、納豆やきな粉、あんこを絡め、お雑煮
もいただきました。丹精込めて作ってもらった料理はど
れも美味しく、お腹も心も充分満たされました。

木村真三先生のお話を伺う

　餅をいただいた後は、獨協医科大国際疫学研究室の准
教授で放射線衛生学者の木村真三先生のお話を伺いまし
た。木村先生の所属する研究室の分室が二本松にあり、こ
こ数年山菜の放射線測定を行っており、地元の復興に寄
与させれているそうです。

原発推進から反対の立場に

　木村先生は、1999年に東海村のJCO臨界事故が起
こった際に現地入りし調査を行いました。それまでは原
発推進派だったのですが原子力発電所の現状を見て、原
発はダメじゃないかと思うようになりました。そして原
発の研究を始め、チェルノブイリにも入りました。周囲か
らはやめておけ、10年以上経つのになぜ今更、と言われ
ました。しかし、これから起こるであろう事故に備えるこ
とが大切なんだと言い、以来22年研究しています。

震災発生当初から開始した放射線測定

　先生は、震災直後に、東海村の原発事故の現地入りした
経験から、福島第一原子力発電所事故では福島入りをし
て初動調査をしたいと頼みましたが、余計なことをする
と断られました。その時、企業や組織の中からは変えられ
ないと痛感しました。しかし、黙っていてはいけないと思
い、迷惑をかけないように厚労省に辞表を提出し、自ら、
放射線測定を開始しました。
　以来、各地でサンプルを採取し、検査を続けています。
3年半で130サンプル測りました。時には、それまでは放
射能が検出されなかった場所から検出されることがあり
ます。未だに福島第一原発から飛んできてるのかと思い
詳しく調査すると、そうではなく、事故当日一面に降り注
いだものが風で再浮遊していることや風の流れを逆算す
ると会津や山形、新潟から流れてきたものだとわかりま
した。つまりそこまで飛んできていたわけなので、原発付
近だけの問題では無いと痛切に感じています。
　現在、全国各地で子供向けに話をしています。子供だけ
でなく大人向けにも話をしていますが内容は同じです。

大切なのは基礎を知ること。報道されていることが全て
ではないこと。危ない、怖い、で終わらせるのではなく、危
ないならどうしたらいいのか、どうするべきなのかを提
案しています。

夏の終わりの花火

　夜には雨が完全に上
がったので、花火で遊ぶこ
とにしました。最近は花火
禁止の公園も増えている
ので中々する機会がなく、
子供たちも大はしゃぎで
す。まず最初の一本をろう
そくで点火します。少しし
てから激しい勢いで明る
く燃え上がる花火。周りに
余計な灯りが一切ないの
でより一層魅力的に輝い
ています。皆で無我夢中で
遊びました。
　そして最後にみんなで
線香花火に着火。さっきま
での激しさはなくしっと
り静かに燃える球。「最後
の線香花火が落ちたら夏
は終わるんだよ」と参加者
の方が言っていました。線
香花火も全てなくなり、ま
た真っ暗になりました。こ
れで少し切ないですが遅
めの夏が終わったように
思いました。

帰りのバスにて

　菅野さんの民宿に１泊
して、翌日、バスで福島駅
まで戻りました。あっとい
う間だった一泊二日のツ
アーの中で農業体験がで
き、他の参加者や福島の地元住民、帰還者との交流もでき
ました。帰りのバスでは楽しい時間を振り返りさまざま
な感想をいただきました。「稲刈りが中止になったのは残
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念だったけれど、野菜ができるところを観察したり収穫
できたのはいい体験だった」「福島の民宿に泊まることが
初めてだったのでとても楽しかった。」「木村さんの話は
とても衝撃的だった。とても一晩では足りないので今後
も定期的に連絡を取って話を聞いていきたい」。。。　参加
者にとり有意義な体験になり良かったと思いました。

ツアーを振り返って

　あいにくの天気で予定が変わってしまったのは残念で
はありますが、今回も充実した時間を過ごすことができ
ました。有機野菜の美味しいもぎたての野菜を収穫した
こと、杵で皆で力を合わせて餅つきをして、自然の恵みを
いただいたこと、震災以来福島県の放射線物資と向かい
合いながら活動されている木村さんの話が聞けたことな
ど全て貴重なことだと思いました。
　木村先生のお話から、情報は自分で収集するしかない
と思いました。ただし、集めた情報が全て真実とも限りま
せん。大切なのは自分でキチンと調べて真偽を確かめる
ことであり、真実だとわかった情報を元にしてさらに情
報を積み重ねていくことで全体像を把握することなのだ
と思いました。そして、震災から、今も、放射線を測定し続
け、データを集積しながら、ブレることなく自分の考えを
発信し続けている研究者の方がいることがおられること
に感謝の念を感じました。
　最後になりますが、いつも楽しい企画や美味しい料
理を提供してくださる菅野さん一家、送り迎えをして
くださる郡山中央交通の乗務員さん、そして貴重なお
話をしてくださった木村先生、どうもありがとうござ
いました！
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