
MINNANOTE NEWS LETTER

　葉っぱが色づき色彩豊かな秋。朝起きる時は、寒さを感じますが、温かい日
が続き、野外でアウトドアを楽しめる今年の秋。冬が近づいてくることを忘
れてしまっている今日この頃です。　とはいえ、あっという間に、師走。今年、
最後の月を迎えました。自粛ムードが弱まり、急に、来たーー！！という感じ
です。まだまだたっぷり時間はあります！
　みんなの手では、クリスマスイベントやお正月に因んだイベントを企画し
ています。クリスマス会はプレゼント交換あり、演し物ありで徐々に恒例に
なりつつあります。今年最後のつながろうツアーでは、郡山でお正月準備に
役立つ門松作りや福島のお節には欠かせないいかにんじん作りを行います。
皆様、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
　2021年の最後まで、悔いの残らないように共に楽しく駆け抜けましょう。
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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。

とみおかdeコットン♪

　福島県は浜通り、富岡町からこんにちは。この季節、天
気が良い朝はコットン(綿)の畑「はばたけ」へ行って、綿
の収穫をします。というお寺の耕作放棄地を無償でお借
りして、移住者、帰還者、避難先からの通いの方、廃炉関係
者、その他変わり者が好き勝手集まって、交流できる場所
です。にくったらしいブヨに刺されることはあります
が、、、浜通りでは農業や地域の再生を目指して、油脂植物
を育てるいろんなプロジェクトが頑張っています。菜の
花、オリーブ、唐辛子、ひまわり、そしてコットンなど。う
ちでは「とみおかdeコットン」というプロジェクト名で、
綿実油ではなくコットンそのものを収穫するために
2019年からはじめて、今年ようやく400㎡ちょっとの
広さで栽培しています。収穫は数kgにも満たない量です
が、それでも種植え、草取り、虫取り、摘心、支柱おこしな
どやることだらけで大変です。今、収穫の秋を迎えて、畑
でする芋煮会はほっとします。収穫したコットンで、手作
りのコースターや布
おむつを作ってみた
いのですが、まだ技術
や設備、体制がそこま
で整っていません。10
年がかりののんきな
プロジェクトです。

教訓の味がする東北の農作物とお酒

　浜通りにこれだけたくさんの農業系プロジェクトが生
れたのは、やはり原子力災害による放射能の影響ぬきに
しては語れません。震災当時、とにかく測定体制を整え、
「植えなければ何もわからない」と作付けをして、可能な
限りデータを収集してくださった農家さん、それを支え
た研究者・支援者の人々には今でも深く敬意を表します。
未知と無知とが刻々と押しよせる当時、「油なら水に溶け
るセシウムは移行しない、よし油脂植物を育てよう」と考
えた人たちがいたのも必然でした。しかし5年、10年と経
つ中で、多くのプロジェクトが役割を終えて終了してい
きました。終了したプロジェクトに感謝ししつつ、今でも
続いているプロジェクトにはさらに敬意を表します。今、
東北の農作物やお酒を美味しくいただけるのは、あの時
ふんばって、「最大限の避難をしつつ、最大限の再生を目
指す」と放射線測定に取り組んだお百姓さんたちの汗と
涙があってこそだよねー、としみじみ思うのです。それ

は、ほかの地域でも起こったかもしれない、これから起こ
るかもしれない教訓だと思うのです。

「ふく・わた」プロジェクト始動

　そんなわけで2017年に避難解除が始まった富岡町
で、それまで支援側・消費者側にいた僕ですが、「畑を出来
る！」という念願が叶いまして、コットン（とわずかな野
菜）を育て始めました。なんちゃって有機農家一年生の誕
生です。ホテルの仕事をしながら、ふたば地域サポートセ
ンターふたすけのボランティアをしながらの兼業農家
で、おまけに2歳児育児中ということで、まったく理想に
は程遠いですが、それでも未来に種を撒く暮らしができ
るのは、ほっとします。二歳ながら娘・郷（きょう）も、ふわ
ふわのコットンを素手で触り、種を採ろうと一生懸命で
す。富岡だと畑の線量は0.15から場所によって0.23μ
SV/hほど。しかし公園の整備もまだ追いつかない地域
で、青空の下で虫や緑に囲まれて子育てできるのは何と
も有難い限りです。もともとは2012年、いわき市のNPO
ザ・ピープルさんが始めたのが「ふくしまオーガニック
コットンプロジェクト」。それがこの秋、一般社団法人と
して再始動。愛称は「ふく・わた」。参加すると浜通りを訪
れるバスツアーやオンライン交流会のお誘いが来ます。
今回はそんな浜通りの油脂植物を使った地域再生プロ
ジェクトをいくつか紹介します♪ぜひご参加ください。

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 

　みんなの手は、東日本大震災後に、
地域の支援者と共に京都の避難者を
サポートすること、そして避難者同士
のネットーワークを作ることを目的に、
2011 年 12 月に福島県の避難者が
発足した自助活動グループです。

　「一人ぼっちじゃない。みんな一緒に手をつなごう」を会のモットーに現在も活動しています。
　そして、具体的には、「避難者や移住者同士のネットワークを作り続けること」、「生活再建
のためのサポートを行うこと」、「地域の生活に慣れ親しむ機会や交流の場を提供すること」、
「震災の体験の発信を通じて地域の防災に寄与すること」そして「ふるさととつながり続けるこ
と」を活動目標に掲げています。
　あなたも、私たちと手と手をつなぎ、みんなの手の輪を広げていきませんか。

2021
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参考リンク
ふくしまオーガニックコットンプロジェクト（ふく・わた）
有機農業で育てる綿でタオルやTシャツをブランド化。浜通りの新し
い産業を目指します。
https://www.fukushima.organic/

南相馬農地再生協議会（菜種油の「油菜ちゃん」）
一面の菜の花畑で交流会。絞った油は食用油やドレッシングに。
https://m.facebook.com/minamisomanouchisaisei/?_rdr

小高工房とうがらしプロジェクト（「小高一味」）
南相馬市小高区の名物工房では激辛とうがらしのラインナップ多数。
https://odakachilli.thebase.in

いわきオリーブプロジェクト
平和のシンボル、オリーブを育ててパスタやお茶、アクセサリーに。
https://iwaki-olive.com/
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日　時
参加費

2021年12月25日（土）16時
大人　1,100円　小学生　900円
小学生未満　700円

今年は、クリスマスが土曜日！！クリスマスを楽しく過
ごしましょう！！

内容 ゲーム大会
プレゼント交換（参加のお子様はプレゼント持
参でお願いします）
クリスマスディナー
クリスマスステージ（余興ができる方はぜひお
願いします）

みんなのクリスマス会 ～サンタさんが来たらいいな～

季節のイベントのお知らせ

14時 ボデイメインテナンス「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

内容 16時

17時半

19時

季節の料理教室 「黒豆料理」
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

日　時

参加費

内　容

2021年12月11日（土）
ワークショップ　14時～
大人 1,000円　小学生 800円　小学生未満 600円
お子様で大人のディナー希望の方は、1,000円
になります。

第 6 回　みんなの夕食会

EVENT  INFORMAT ION みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

コットン畑でワタから種を採る長女とカミさん



32

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　2022年1月22日（土）16時15分
内　容　ラクラクヨガ　「太陽礼拝」
テーマ　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

ボディメンテナンス
日　時　2021年12月11日（土）14時
内　容　ボディメンテナンス
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11日（土）16時
内　容　季節の料理教室　「黒豆料理」
テーマ　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
日　時　2021年12月11日（土）17時半
内　容　ラクラクヨガ　「上半身巡りヨガ」
テーマ　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

季節の料理教室
日　時　2022年1月22日（土）14時半
　　　　ワークショップ同時開催
内　容　季節の料理教室　「新年のお料理」
テーマ　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

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
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。

「までいの村」の再生と未来を見つめるツアー
第6回

日　時
集　合
解　散
定　員
参加費
内　容

※東和町の菅野さんにガイドをお願いしています。

2022年1月9日（日）
福島駅　9時
福島駅　18時
10名
ランチ代金（1,000円程度）
いいだて御影石やストーンコンベンションを見学・
震災復興のお話を伺う・道の駅で買い物など

飯舘村では「までいライフ」を生活の基本として、スロー
ライフの村づくりを積極的に進めてきました。しかし、震
災後、原発事故の影響で全村民避難を余儀なくされ、それ
までの生活が営めなくなりました。現在は、一部の地域を
除いて避難解除になり、帰還した住民が「までいライフ」
を取り戻そうとしています。このツアーでは、飯舘村を訪
れ「までいライフ」を学ぶとともに、震災後からの歩みに
ついて伺い、村の未来を共に考えます。

郷土料理＆門松作り体験＆里山歩きツアー

訪問先は、郡山市逢瀬。逢瀬の郷土料理の「キャベツ餅」、
「豆腐餅」、並びに、福島の郷土料理「いかにんじん」や地元
の大根を作ってたくあん作りに挑戦します。講師は、地元
の農家民宿のオーナー夫妻。自宅にそのまま飾れる門松
作りにもチャレンジします。モノづくりの合間に、里山歩
きも予定しています。福島の食文化と自然の恵みを体験
するツアーです。

第5回

日　時
集　合
解　散　
定　員
参加費
内　容

※たくわん・門松お持ち帰りできます。

2021年12月28日（火）
10時半　郡山駅
18時　郡山駅
15名
1,100円
郷土料理にチャレンジ＆ランチ
里山歩き、門松作り

2022年最初のイベントは、餅つきから。杵でみんなでも
ちをつきましょう。

日　時
内　容
参加費
　

2022年1月22日（土）　餅つき　17時半
餅つき＆交流
大人　1,000円　小学生　800円
小学生未満　600円

新年餅つき
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ワークショップ同時開催

14時半　季節の料理教室 「新年のお料理」
・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

16時15分　ラクラクヨガ　「太陽礼拝」
・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

※「までい」とは、「丁寧に」「心を込めて」「手間
隙を惜しまず」という意味の東北地方の方言。
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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5回夕食会

　第５回目を迎えた夕食会。定期開催のワークショップ
も行い、参加者の皆さんに楽しんでいただきました。
　まず、ボディメインテナンスからスタート。今回のテー
マは上半身を鍛えるワークアウト。ストレッチ開始。首、
背中、肩を伸ばします。何回か行っているドッグやキャッ
ト運動は自然にできるようになりました。
　丁寧にストレッチを
してから、カラダに負荷
をかけた動きも行いま
した。姿勢は先生が
チェックしてくれるの
で安心。呼吸を整えなが
ら無理のないポーズで
ホールド。今回は、皆、ほとんどの動きで合格点をいただ
き、難易度の高い動きにもチャレンジしました。「みんな
でやると一人より難しい動きでもできるからいい！」と
の声もあるほど、仲間意識が高い参加者の方々。身体能力
も上がっているように思えます。
　動きながらカラダのことも教えていただけるのでカラ
ダのことが少しづつわかってきたように思えます。身体
には左右差があり、動かしやすさや安定感が違うこと。自
分の得意な動き・不得意な動き。姿勢との関係など。カラ
ダの声を聞きながらメインテナンスし続けることが大切
なのだと実感しました。
　カラダを動かした後は、季節の料理教室のスタート。今
月のテーマは、「鯖」。鯖の種類について学んでから、早速

鯖寿司作りの実演を見ました。ま
ずは、鯖を丁寧に3枚におろし小骨
を取ります。きれいに処理ができ
たら、塩につけておき、最後に酢に
つけてシメ鯖を作ります。その後、
ご飯の上にしめ鯖をのせて、巻き
簾で巻きます。参加者の中にはぜ

ひ作ってみたいと、寿司作りに挑戦した方もおられまし
た。
　鯖寿司が完成し、試食タイム。手間をかけて作られた寿
司を感謝の気持ちでいただきました。鯖は、生臭さもなく
酢の加減もちょうど良く美味しい！ご飯の量も、酢飯や
シメサバの酢の塩梅も、それぞれの家庭によって違い、家
庭ごとのオリジナルな鯖寿司があるそうですが、土井家
の鯖寿司のスペシャルレシピは試す価値があり。家庭で
もう一度作ってみたいと思いました。
　最後に秋の味覚、柿を使った羊羹の作り方を紹介して
いただきました。熟した柿ではないと作れない柿羊羹。柿
の自然な甘さと寒天の固さが絶妙でした。羊羹の試食は
あっという間になくなりました。

　料理教室の後はラク
ラ ク ヨ ガ の ワ ー ク
ショップ開始。今回は
「下半身巡りヨガ」を行
いました。まずはスト
レッチ。日頃使いっぱ

なしの足首から。足を伸ばし、動かし、圧をかけ、ぐるぐる
回し、膝、胸、背中を意識して、しっかりお腹も鍛えます。
股関節、お尻、下半身を一周しました。最後は、横になりリ
ラクゼーション。これでカラダもココロもリセットでき
ました！
　夕食は2階でほっこりしながら、季節の味を楽しみま
した。久しぶりに参加された方もおられ、夕食会の輪が広
がりました。皆でいただく夕食。楽しい時間には羽が生え
ていて、あっという間に終了時間。ココロとカラダ、そし

てソウルも喜ぶ夕食会でした。
また来月の開催も楽しみです。
皆様にお会いできるのを楽しみ
にしています。
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①横向きに寝て、膝を少し
曲げて、膝をくっつける。

②膝をくっつけたまま、膝
から下を天井方向に持ち上
げる。
＊足の付け根から内側にく
るっと回すイメージで持ち
上げる＊

③腰を前に倒さないように注意して、10回ほど行う。
＊腰を立てたまま行う＊

④逆の足も同様に行う。

　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。

　“閉寒く冬と成る”　天の気が寒がり、冬の空・空気とな
る意味で、冬らしい重い空になる時期となりました。寒さ
が増してきましたが、皆様お変わりないですか？

　今回のコラムは、11月にきのわさんで開催したヨガイ
ベントの復習と12月のイベントの予習となる冬の寒さ
に負けない下半身と上半身、つまり全身の巡りヨガをご
紹介します。

下半身巡りヨガ☆【11月ヨガの予習】

-股関節を内側に回して、足の付け根のリンパや血流が流
れやすくなり、下半身の巡りを良くする効果-

～ヨガの基本 “下半身巡り＆上半身巡りヨガ”～

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。

☆上半身巡りヨガ（ストレッチ）☆【12月ヨガの予習】

-肩甲骨を支える脇の下から肩下に位置する筋肉をほぐ
し、肩甲骨の可動域を広げる効果-

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あぐらで座り、左手の親
指を右の脇の下に、残りの
4本を肩の下にあて、脇の
下から肩下の筋肉を気持
ちいい強さで掴む。

②右の肘を曲げて、肘で大
きな円を描くように、右肩
を回す。10回ほど回した
ら、逆回しも行う。＊肩を
回すだけでなく、脇の下か
ら肩下の掴んでいる筋肉
も意識しながら回すと効
果的＊

③左も同様に行う。

　いかがでしたか？
　巡りのポイントを押さえて、効率よく全身の巡りが良
くなり、ぽかぽか温まるのを感じてみましょう。
　12月11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。

1

2

1-1

1-2

2-2

2-1

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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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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　師走は1年の最後の
月。年内に片付けておき
たい事が多い中で、
2022年新年を迎える準
備の月でもあります。
　私たち、「土井の家庭
料理」では、新年を迎え
る準備する中で一番大
切にするのがお料理生
活の日々です。お正月の
いろいろな行事がだん
だん簡略化されてくる

のは、時代の流れなのでしょうが、食事、特にお重詰めは、
「土井勝が家庭料理の集大成」になるようにおせち料理を
作っています。
　元旦の朝は家族揃って祝い膳を囲み、新年のあいさつ
をします。一同の健康と幸福を祈り、あらたまった気分で
新しい年を迎えるわけですから、祝い膳は大切なものと
思っています。
　食べるものは祝儀肴(とそ肴)、それと中心になるもの
は、お雑煮と言うことで、決してご馳走ではなくむしろ質
素なものです。それだけにかえって、しみじみとしたもの
を感じさせるお料理になるのです。
　伝えたい土井勝の家庭料理、外せないお正月料理です。
　まずは、香川県出身の土井勝のあん餅雑煮。白味噌仕立
てのあん餅雑煮。具材は、あん餅
と輪切りにした大根と京人参、
一枚づつ。そして、お餅の上に一
文字の青海苔の盛り付けます。
　もう一つが、祝儀肴のひとつ
黒豆。大鉢に盛られる黒豆で
す。昭和28年、NHKの試験放送
であった「きょうの料理」で土
井勝出演の黒豆の煮方が放送されました。以来、黒豆の煮
方作り方は変わっていません。
　今年も当時と同じレシピで作ります。
　ある時代から、重箱のおせち料理を作り、作らなくなっ
たお家のお正月料理を届ける事になりましたが、その時
のお料理もほとんど変わっていません。
　時代が変われど、12月のお料理、1月のお料理を変える
必要はありません。毎日食べても、飽きないお料理、、それ
が家庭料理なのです。

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。

黒大豆の煮かた

材料

黒大豆 300g　　砂糖 250g　　重曹 小さじ1/7
塩 大さじ1/2　　醤油 カップ1/4　　熱湯 10カップ
さび釘（マッチの軸） 10本くらい

作り方

1. 深い鍋（シチュー用が良い）に分量の熱湯、砂糖、醤油、
塩、重曹、さび鉄をガーゼで包んでいれ、洗った黒大豆
300gを入れて5時間以上つけておきます。（12/29 午前
中迄に）
2. ①を強火にかけ沸騰したら火を少し弱め、黒いアクを
ていねいにすくい、ふきこぼれそうになったら水1/2
カップを入れ煮立ちを止め、アクをすくい、次に沸騰すれ
ば再び水1/2カップを入れ、さらにアクをていねいに取
ります。
3. 次に落とし蓋をしてさらになべ蓋をし、ごく弱火で8
時間以上静かに煮ます。
※煮汁が黒大豆にひたひた位に煮るのが理想です。もし
8時間より早く煮詰まった場合は火が少し強かったので
水又は湯を足し、さらに足りない時間は煮ます。又、煮つ
まりが足りない時は更に時間をかけて煮る。煮上がれば
一晩煮汁につけて、味を含ませます。
※2袋（600g）を煮る場合は、調味料や重曹は倍にします
が、湯は12カップで。

　豆は選び方が大切です。
　よくふくれて実がこえているもので粒が揃ったものが
よく、虫喰いや傷のないものを選びましょう。

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

Beau t i f u l  Wor l d

サリー

　秋の京都。木々の葉が色づきを見せて、まさに自然界の
美しい色を味わえる季節。
　京都ならではの、神社仏閣の朱赤とのコントラスト。秋
の紅葉と相まって、いっそう風情を感じます。
　この原稿を目にする頃は、季節は移り変わっているか
もしれませんが、その季節、季節の表情は、目を向けると、
やはり美しいなと思います。
　何でもそうですが、限られた時期というと余計に、いつ
でも出会える、見られるというものと違って、そこに惹かれ
る気持ちが強くなったり、希少価値が上がったりします。
　もちろん、興味の対象は人それぞれです。たとえば紅葉一
つとっても、毎年楽しみに出かけるという人、取りたてて関
心がわかない、という人、様々。もっと平たく言えば、とにか
く外に出る方が好きという人、、反対に家で過ごすことが好
きな人。いろんな人がいて、それぞれに感性も違いますよね。
　よく、変わりたい、今の自分を変えたい、という人に出
会うことがあります。それは思うに、自分の「枠」の外に出
ること、に始まるような気がしてます。
　人によって選ぶ傾向、思考パターンだったり、取りやす
い行動、など、いろいろありますが、無意識で、いつの間に
か、似たようになっている、なってしまってると感じるこ
とありませんか。
　「枠」の外、というのは、そういう決まりきったものの
外、そこに出てみる、ということです。
　ちょっと意識して、普段の逆をやってみるとか。今まで
選ばないものを選んでみる。とか。何か大きなことを考え
る、というよりも、日々の日常の上にあって、すぐに出来
そうなことからトライしてみるといいですね。
　毎年、わざわざ紅葉を見に出かけない、という人がいたと
したら、名所と言われてるところに、足を運んでみる。何なら、
拝観料も少し張るようなとびっきりの空間に行ってみる。
　自分があまりしてこなかったこと、それを選んでみる、
体験してみる、ことです。
　それだけで、いつもの自分の「枠」から外に、外の世界に
出ることになると思うのです。
　そして何より今まで出会えなかった、味わえなかった
ものに、出会っていくことになります。
　ただそこで一つ、気をつけたいのは、行動してみようと
せっかく思えた時に、頭でストップをかけないこと。考え
すぎると、思考はすぐに癖でできない理由、行動しない理
由も探し始めます。
　でも、そうは言っても、という言葉が出てきます。その

後に続く理由を並べ始めて、結局、やっぱりやめておこう
になってしまったりします。
　何か自分を変えたい、と思ったら、ちょっとしたことでもい
いので、自分の決まりきった「枠」から出てみるためにも、ふと
浮かんだこと、思いついたことを、素直に心のままやってみる。
　頭で考えすぎてしまう、それでいつも動けなくなって
しまう、固まってしまう、という人は尚更、「心のまま」に
委ねる、ということを、一度やってみるとよいと思いま
す。大袈裟に考えず、身近なところから、です。
　思えば今年も早いもので、もうひと月足らずとなって
きます。どんな人でも、何となく気忙しくなってきますね。
あれもしなければ、これもやっておかなければと、いつに
も増して、やるべきことばかりに思いが行きがちです。
　もちろん、それをしなかれば年を越せない、という仕事
の事情もあったりします。でもそれ以外でも、必要以上に
自分に課して、やらなければ、ゼッタイにだめと思い込ん
でいることありませんか。実は自分でそう思っているだ
けで、それほど、やらなくても頑張らなくてもいいこと、
だったりするかもしれないのです。
　この年末に差しかかるような、ついつい気持ちに余裕
を持てなくなりがちな時期ですが、綴っていることを当
てはめるならば、いつも自分が決めてかかっていること
を、何か外してみたり、違う選択を（あえてしないという
選択も、あり）してみるのも良いかもしれませんね！
　時間は、一年はあっという間に過ぎていきます。そして
等しく時間の中で、さまざまな選択の連続でもあります。
私たちは日々、いろんなものを選択しながら日常を過ご
しているからです。
　その当たり前に、選択してることに目を向けて、その選
択を意識して、変えてみることで、少しずつ今までの世界
と変わるかもしれませんよね。この世の中には、知ってい
ることよりも、圧倒的に知らないことの方が多いというこ
と。まだまだ味わえるものが、いっぱいあるということ。
　たくさん味わって、楽しんでいく方がいいですよね。来年
は、今までと違う選択も味わってみてはいかがでしょう。
　いろいろなことはありますが、やっぱりこの世界も、こ
れを読んでくださってるあなたも素晴らしいのです。
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　10月30日
恒例の芋煮会
を開催しまし
た。今年は、京
都市右京区京
北を訪れまし
た。8時半に京
都駅に集合。
秋の1日を過

ごすのにぴったりな秋晴れに恵まれ、ワクワク感を隠せ
ない感じでした。京都駅からバスで1時間。バスの中で
は、恒例の近況報告、ゲームなどを行い、あっという間に
到着しました。
　まず訪れたのが、「京都北山杉の里総合センター」です。
ここは、北山杉・北山丸太の生産地である北山林業地域の
振興を目的にオープンした施設です。施設の休館日を返
上して、受け入れていただきました。中に入ると、北山杉
にまつわる製品や小物が販売されており、ほのかに木の
香りがしました。研修室に入り、ガイドの松本さんから北
山杉の説明をしていただきました。
　北山杉は、室町時代応永年間（1394年～1427年）頃か
ら作り始められ、北山杉の皮を剥き、加工して作られる北
山丸太は茶の湯文化を支える建築用材と使われました。今
日まで600年の歴史を刻んできた京都自慢の伝統工芸品
の北山杉と北山丸太は曲げ性能に優れていることに加え、
木の肌や光沢、模様を楽しめるインテリア素材としての機
能があることから重宝されているそうです。
　北山杉が他の杉と一番違う点は、枝を打ち落とし成長
を止めてしまうことだそうです。枝葉で光合成をさせて、
太らずに引き締まらせて、年輪を止め、それにより、乾燥
させても割れや変形することを避けることができるそう
です。乾燥して半分くらいの重さにして長く製品として
使えるようにするのだそうです。

　明治時代に
は天然の模様
がある杉が出
てきて、枝を
切り取り挿木
をして、その
種を残してき
たそうです。
天然絞りがあ

るもの、ちりめん絞りが
あるもの、波型あるもの
など、丸太にも数種類あ
るそうで、私たちは、その
種類に実際に触れさせ
ていただきました。
　挿木をして種を残し
たり、枝を打ち落として引き締まったボディにしたり、切
れ目を入れ乾燥を防いだりと、人々が手をかけ育てきた
ことで質の高い製材を作り続けてこられたのだと思いま
した。
　次に、外の倉庫に移動して、丸太の皮剥きを行いまし
た。道具を使って丸太に並行にして皮を削ぐ作業はなか
なかできない体験です。子どもたちから大人の方までみ
んなが楽しそうでした。皮が削がれて木がツルツルに
なっていくとそのスムーズな感覚が嬉しく、丸太に愛着
が生まれました。

　最後に、北山杉ツアーに出かけ
ました。大杉があるという北区中
川の八幡宮社へ。この大杉の枝を
挿木して北山杉を継承してきた
そうです。神社の境内にあるその
原木は空まで一直線に伸びてい
て特別なオーラを放っていまし
た。私たちは、その木に触れその
エネルギーをいただき、北山杉の

長い歴史を感じました。
　八幡宮社を後にして、約20分、山の小径を上り北山台杉
を見にいきました。北山台杉は、小径の丸太を生産する為
に1本の台木から数本から数十本の幹を成長させた杉だ

Report 2021年度芋煮会を振り返って

そうです。なんとも不思議
な形で、その姿が珍しく、
私たちは説明を聞きなが
ら、何度も眺めたり、写真
を撮ったり、木の周りを駆
け回ったり、台杉と戯れな
がら時間を過ごしました。
　北山杉ツアーが終わる
と、芋煮をするため、京北
森林公園に向かいました。
到着するといなや、申し合
わせたように各自がポジ
ションについて作業を始
めました。火起こし、ご飯
炊き、サラダとBBQの準
備、材料洗い、芋煮温めな
ど皆で黙々と作業開始。焚
き木が使えず薪だけの火
起こしは難しく、火が安定
するまで、30分ほどかかりました。その間、用意した芋煮
を温めていただきながら作業。次第にリラックスしてお
しゃべりしながら楽しく調理準備。傍で黙々と火起こし
班は頑張り、とうとう、火がついて安定。早速、焼きそばや
野菜と肉を焼くことができるようになりました。
　大人の参加者が食事の準備をしている間、子どもたち
は、公園内で遊具で遊んだり、ゲームをして遊びながら
待っていました。
　食事の用意が完了！新潟の魚沼産のコシヒカリの炊き

立てのご飯、野菜とお肉
たっぷりの焼きそば、ト
マトいっぱいサラダ、お
肉 と 野 菜 の バ ー ベ
キューを皆で分けない
ながら美味しくいただ
きました。火の調整が必
要な火起こし班は、火の
周りを離れず、火を見な
がら食事。BBQ後半に
はホイルにジャガイモ
を巻いて、火の中に投
入。ホクホクのベイクド
ポテトができました！

　皆で美味しいもの
を一緒に作っていた
だき、子どもたちは自
然の中で思いっきり
遊び、森林公園の時間
はあっという間に過
ぎていきました。
　芋煮会の後は、常照皇寺と桂川の河原に立ち寄りまし
た。北山杉の生えている山が見え、川が流れ、広々として
空間が気持ちいい河原でのんびりと最後の時間を過ごし
ました。川は透き通っていて、見るからに、綺麗な水。そこ
で、ひとり、ふたりと靴を脱ぎ始め、子どもたちも大人も
素足で川に入りました。ヒヤッとするけれど気持ちいい。
心が洗われるようでした。子どもたちは水の中ではしゃ
ぎながら遊び、更にリフレッシュすることができたよう
です。河原を歩きながら「来年は河原で芋煮したいね」
と。。。気が早い。もう来年の芋煮会の話です。。
　帰りに京北の道の駅「ウッディ京北」に立ち寄り、京北
の野菜や名産品をお土産に購入しました。新鮮な野菜や
果物、手作りこんにゃく、納豆もち、木工品、、京北の産物
をおうちでもしばらく楽しめそうです。
　帰りのバスの中では、1日を振り返り、感想を述べあっ
ている内に、京都駅に到着。
　次の再会を約束して別れる参加者の方達。ふるさとか
ら離れていてもこのように集まり、毎年、芋煮会ができる
仲間がいることを嬉しく思います。また来年も、来年は河
原での芋煮会ができるように願っています。「来年は、“芋
煮会チーム”を結成してみんなで準備しよう」との声もあ
り、今から、来年の芋煮会は始動しているかのようです。

Report みんなの手主催のイベントをご報告します。
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11月20日、「持続
可能な暮らし」を
テーマに、フォレ
ストパークあだた
らにて、ふるさと
とつながろうツ
アーを実施しまし
た。昨年度、災害対

応キャンプを担当してくださったスタッフの遠藤さんと
1年ぶりに再会できるのがとても楽しみでした。福島駅
に集合して、バスで約1時間、あだたらを目指して南下。
車内では恒例の近況報告をしながら、車窓から目に飛び
こんでくる吾妻山や安達太良山の姿を楽しみました。
　フォレストパークで2名のガイドさんと合流。森林館
に移動して、「持続可能な社会」をテーマに座学からス
タートしました。「持続可能な社会」の目標は様々挙げら
れていますが、今回は「陸の豊かさを守ろう」にフォーカ
スし、森づくりについて考えました。
　私たちの暮らしを助け、災害から守り、癒しを与え、そ
して暮らしの中で使う木の製品を生み出してくれている
森林には、本当にたくさんの役割があります。「生物多様
性保全」「地球環境保全」「土砂災害防止/土壌保全」「水源
涵養」「快適環境形成」「保健・レクリエーション」「文化」
「物質生産」。私たちは、「森に触れ」「木を使い」「森を支え」
「森と暮らす」ことを通じて森林と関わっています。
　森を守るためには、下刈りや間伐などの手入れをして

整備することや、
植樹をして若い木
を育てていくこ
と、そして森を活
用していくこと
が、必要なのだそ
うです。現在、日本
では森林の整備が
不十分なため荒廃
が進んでいるので
補助金を出して整
備作業を進めてい
るそうです。
　座学の後は森林
探索前の準備とし
て、ゲームでカラ

ダ を ほ ぐ し
て、熊に遭遇
した時の注意
事項等を伺い
ました。高価
な熊よけのス
プレーも見せ
ていただきま
した。
　森林館を出ると、森につな
がる道があり、私たちは、ガイ
ドさんを先頭に、森の中に
入っていきました。木の匂い
をカラダの奥まで吸い込み次
第に心が穏やかになるのを感
じました。途中、立ち止まり、
お話を聞いたり、植物に触っ
たり、木の実を採っていただ
いたり、五感をフルに活用し
ながら歩きました。
　ガイドさんからは、植物のこと、木々のこと、森に関す
る様々なことを伺いました。7回焼いても燃えないと言
われているななかまどの赤い実のこと。小正月の団子刺
しの木、ミズキ。国蝶おおむらさきが唯一卵を産むエノ
キ。毒性のある果肉のあるエゴノキの実を食べ、糞を排
出して種を撒いてくれる鳥ヤマガラ。そしてうるしの木
探し。
　福島の復興を願って植樹された福島県59市町村の「花

の森」と「樹の森」や昨
年植樹された落葉樹の
森も見学しました。下
刈りされた森とされて
いない森を見て、下刈
りされた森では明るさ
が確保され樹木が問題
なく成長できることを
見て確かめることもで
きました。
　森歩きの最後に、ノ
コギリを使って丸太切
りと道具を使って火起
こしにも挑戦しまし

Report 2021年度 4回目のふるさととつながろうツアー
「自然と共に生きる暮らしを学ぶツアー」を振り返って

た。チェーンソーでの丸太切りを予想していた参加者、ノ
コギリで切り落とすのは大変らしく、「大変だ～」「しんど
い！」と叫びながら何とか切り落とすことができました。
火付けは思いの他、大人気。大人から子どもたちまで挑戦。
やっと火がついてアクリルの糸がぼっと一気に燃えるの
がたまらないらしく多くが何度もトライしていました。
　森林探索が終わり、ロビーで少しくつろいでから箸作
りをしました。電動の道具を使わず、ナイフと紙やすりの
みで完成させるmy箸。1時間余り、各自がナイフと格闘
しながら、木を削り、思い思いの箸を描きながら製作活動
に勤しみました。次第に集中して無心状態になり「昨年の
座禅体験みたいだ」と感想を述べる参加者も。時間はあっ
という間に過ぎて火が暮れる頃に終了。完成したmy箸を
持ち記念写真撮影後、終了。

　お世話になっ
たガイドさんと
コーディネート
して下さった遠
藤さんに見送っ
て い た だ き 、
フォレストパー
クを離 れまし
た。夕日が最後
の輝きを放ちな
がら暮れていく
安達太良山を
後にして、福島
駅まで向かいま
した。
　バスの中で
は、1日の感想を

述べ合いまし
た。初めてきた
安達太良山に
感動を覚えた
人、箸作りが楽
しかったもし
くはキツかっ
たと話す人、my箸をうちで完成させておせちの寄せ箸に
したいと意気込む人、福島の自然の素晴らしさに魅了さ
れて福島でまた暮らしたいと考えた人。参加したそれぞ
れにとってスペシャルな福島の思い出を作ることができ
ました。
　今回のツアーでは、森林に関して持続可能な社会の観
点から学び、自然と触れあい、木を使ってものづくりをし
ました。図らずとも、8月に訪れた只見のツアーとテーマ
がリンクすることがあり、更に知識を広げることができ
ました。地域が違っていても、教えていただいたことは同
じで、「森を守ることは、森に手をかけて、活用していくこ
とだ」ということ。
　県の面積の7割が森林である福島県。震災後、原発事故
の影響で、林業が数年落ち込み、素材生産量、林業産出額、
林業就労者数の点では震災前に戻ったにも関わらず、森
林整備が進まず森林の荒廃が進んでいるのが現状だと聞
きます。そのような中で、健全な森林が維持できるように
皆で知恵を出しながらふるさとの森の再生を目指してい
きたいと思いました。
今回もツアー参加していただきありがとうございまし
た。そして、ツアーにご協力いただきました福島の皆様、
ありがとうございました。

みんなの手主催のイベントをご報告します。


