
MINNANOTE NEWS LETTER

　Happy New Year! 2022年のスタートです。今年も、昨年以上にたく
さんの方々とお会いして、つながりを深くして、ゆるやかなネットワー
クを広げていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。
　新年のスタートは、恒例の餅つきから。好評のワークショップも行い
ますので、ぜひカラダを動かしお腹を空かしてから皆で美味しいお餅を
いただきましょう。恒例の2月の交流ツアーでは、足を伸ばして北陸地
方へ。雪深い福井県で雪遊び＆永平寺見学を予定しています。寒い季節
ですが、思い切り冬を堪能しに出掛けましょう。
　つながろうツアーでは、1月には飯館村、2月には喜多方を訪れて、「までい
ライフ」を学んだり、リトリートプログラムを体験したりと充実した内容のツ
アーを企画しています。
　今年も皆さんと共に、素敵な時間を紡いでいきたいと思っています。
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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。

ふたばの助っ人・ふたすけ誕生秘話

　新たな年です。新た
な道、新たな時、そして
新たな自分。今年で50
歳になります。いくつに
なっても至らないこと
だらけですから、身を
引き締め心を戒めて、魂を磨いて精進あるのみと神棚に誓
う毎日です。福島県は浜通り、富岡町からこんにちは。2歳
9か月になった一人娘と、僕より50kg以上軽いカミさんと
の移住ライフも交えつつ、浜通りの社会資源をゆる～く紹
介する本コラムも、はや7回目。今回は満を持して、ライフ
ワークとしている「ふたば地域サポートセンターふたすけ」
の物語をお話させていただきます。2017年、富岡町の避
難指示解除（一部を除く）に準備室を立ち上げ、2019年
10月に一般社団法人として登記して、双葉郡の総合情報
センターふたばいんふぉを拠点にスタートした中間支援組
織ですが、多分に個人的な想いと偶然の産物と言えます。

環境ヲタクから復興ヲタクへ

　実は僕、復興ヲタクなのです。ちなみに震災前はずっと環
境ヲタクでした。Ａ ＳＥＥＤ ＪＡＰＡＮという国際青年環
境ＮＧＯに所属して、1998年から東京で毎日、やれ自然エ
ネルギーを使おうだの、里山暮らしを楽しもうだの、銀行を
エコにしようだの、重債務最貧国の債務を公正なプロセス
で一度だけ帳消しにしようだのと、発信・実践をしていまし
た。2008年からは全国有機農業推進協議会というところ
で、全国の有機農家さんの応援キャンペーンの仕事をして
いました。そんな矢先に3.11の震災が発災。福島の有機
農家さんと一緒に放射能禍と向き合うため、復興支援の仕
事で福島へ移住。広く地元の民間団体や中間支援組織、
社会福祉協議会や助成団体と連携して外部支援組織と地
元団体のマッチングをお手伝いする仕事をすること7年。
福島を離れがたくなって、当時まだ0歳6か月だった娘を連
れて、縁の深かった家族で富岡町へ移住しました。ちなみ
に今では「復興支援」という言葉はほとんど使いません。ほ
かの地域と変わらぬ「地域づくり」の中に、復興課題が混
じっている、という感じです。「本当の復興って何なんでしょ
う？」という問いには、「自立だと思います」と答えています。

サポセン・ラプソディ

　畑で交流会をやったら森林ボランティアのおじいさん、U

ターンして起業中の仲良し、東
電OB、地元の商工会長、バン
グラデシュからの若い移住者
がごちゃまぜに参加してそれぞ
れの事情を語ってくれたりと、
かなりカオスです。そんな狂騒
曲のような状況で、ハーモニーを生み出すお助けができれ
ば、と「ふたばの助っ人」ふたすけを始めました。ここ浜通り
は、ざっくり言うととにかく課題が多様で複合的なうえに、お
かれた状況も地域によって千差万別です。文化的・歴史的な
背景も違う所に、震災後に移住してきた人が大勢います。特
徴的なこととして、ＮＰＯが少ないです。結果として中間支援
組織、いわゆるサポセンの活動も活発とは言えません。どちら
かというと商工会や消防団など地縁組織の力が強く、ＮＰＯ
的なものを立ち上げるハードルが高いと感じています。震災
後は逆に、避難生活を強いられている地元団体を補完するよ
うに新しい団体が多く誕生しました。震災から11年ちかくに
なり、活動を終了する団体も増えてきつつありますが、新たに
生まれる活動も少なくありません。「ふたばいんふぉ」ではそ
んな双葉郡の「民間ならでは」の情報を集約し発信していま
す。まだ種から双葉が芽生え、これから枝を少しずつ生やして
いく段階です。どうぞよろしくお付き合いください。最後に、双
葉郡の長期宿泊向きのゲストハウスを紹介します。ぜひ目ま
ぐるしく変化し続ける双葉郡を、訪ねてきてください。

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」を主な活動としています。
　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。

2022
January

参考リンク
ゲストハウス135 （1泊3000円、2室。高校・大学生2000円、小学生以下無料）
https://www.guesthouse135.net/
住所：福島県双葉郡富岡町中央1-183-1　電話：0240-22-3633
富岡駅、コンビニ＆スーパー、ふたばいんふぉ近くの好立地。隣接のホテルも併用可。

双葉希望キリスト教会 （無料、献金歓迎）
https://www.facebook.com/106824554707855/
住所：福島県双葉郡富岡町小浜字大善町185
電話：0246-62-3756（勿来キリスト福音教会内）
2021年秋に開設。日曜15時より礼拝。帰還や移住の架け橋にと宿泊部屋を提供。

オルタナギャラリー （雑魚寝1200円、ドミトリー2000円、テント/車中泊1000円など）
https://www.facebook.com/205939953173733/
住所：福島県双葉郡川内村上川内町分253　電話：080-4682-0101
獏原人村、満月祭、里山体験など企画多数。2月末までプレミアム商品券がもらえ
るキャンペーン中。

ZICCA
（素泊まり5000円、2食付き7500円。和室５、定員5名 ※コロナ対策として1室1名に）
https://katsuryoku-s.com/project/zicca-booking
住所：福島県双葉郡葛尾村大字野川字十良内118-2
連絡先：ウェブフォームより申し込み、お問合せ
葛力創造舎が運営する、葛尾村の暮らしを満喫できるあったかい民泊。

January 2022

January 2022

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。

季節のイベントのお知らせ

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

新年餅つき交流会

ワークショップ同時開催

15時　季節の料理教室 「お餅」
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
17時半～　餅つき交流会

13時　ボデイメインテナンス
　　　 「上半身を鍛える２」
テーマに合わせてカラダについてセルフケアを学ぶ
講師　ヤギ接骨院　鳩岡トレーナー

ご要望により追加しました !

ふたすけ活動風景。ふたばいんふぉにて。

カオスな畑での交流会風景。
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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  at  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。

Workshop  on  Zoom

Zoom のワークショップ

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。

「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　10時半
福島駅　18時
10名
ランチ代金（1,000円程度）
いいたてみかげ石のストーンコンベンション巡り
農家さん訪問＆お話会 ▶ いいたて道の駅までい館
訪問 ▶ 飯館電力見学 ▶ 福島駅解散

震災後、原発事故の影響で全村民避難を余儀なくされた
飯館村を訪れ、「までいライフ」のスローライフを学ぶと
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。
※「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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毎年恒例の冬の交流ツアーは福井県を訪問します。雪多
い北陸を思う存分満喫してきましょう！雪遊び福井県永
平寺を訪れて寺内の見学、そして座禅体験をします。

日　時
集　合

解　散

内　容
参加費

移　動

2022年2月19日（土）・20日（日）
2月19日7時　新大阪駅団体バス乗り場発
　　　　8時　京都駅八条口観光バス乗り場発
2月20日16時　京都駅着
　　　　17時　新大阪駅着
雪遊び、永平寺見学
宿泊代　大人（６,600円）子供　小学生以下
（4,400円）&食事代＆スキーリフト代金（ス
キーされる方のみ）
貸切バス

冬の永平寺見学＆雪遊びツアー 19日
7時　新大阪駅発
8時　京都駅発
12時　ランチ
午後　雪遊び もしくは
　　　永平寺見学＆研修
18時　宿泊先にて交流会

20日
10時　周辺見学
12時　移動
16時　京都駅着
17時　新大阪駅着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

11日
郡山駅
熱塩温泉（リトリートプログ
ラム：オリエンテーション・
ヨガ・植物療法・温泉浴）
交流会

12日
リトリートプログラム
（続き）
ランチ
郡山駅

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

お申し込み

締め切り

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。
1月31日

キャンセルに関して
宿泊場所を予約するので、キャンセルされる方は開催3日前
までお願いします。以降はキャンセル料が発生しますので、
キャンセル料をいただくことになりますのでご注意ください。

冬の交流ツアーのお知らせ

スローライフ・復興・帰還テーマ

自分にご褒美をーリトリートプログラム体験ツアー
第7回

参加費
定　員

3食の食事代　（4,000円～５,000円程度）
15名
※このプログラムは大人の方を対象にしたプログラ
ムです。申し込みは大人の方（18歳以上）を優先にさ
せていただきます。お子様はスタッフが託児をします。

日　時
集　合

2月11日（金）～12日（土）
郡山駅 2月11日10時半　解散 郡山駅 12日15時

熱塩温泉「ふじや」さんを訪れ、ヨガ、植物療法、温泉浴を
通じて、ココロとカラダをリセットするリトリートプロ
グラムツアーを体験して、主宰者の山本さんから移住＆
起業の体験談や今後のビジョンについて伺い、参加者同
士の交流を深めます。

リラクゼーション・自然・移住・起業テーマ

ボディメンテナンス
日　時　2022年1月22日（土）13時
内　容　ボディメンテナンス　「上半身を鍛える2」
テーマ　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

ふくしま食ライブ
参加費、材料費無料のオンライン料理教室（材料はお家に配送！）
主　催　里山ガーデンファーム（NPO法人がんばろう福島、農業者等の会）
お申込　https://www.instagram.com/p/CXH1bi7h7cB/?utm_medium=copy_link

季節の料理教室
日　時　2022年1月22日（土） 15時
内　容　季節の料理教室　「お餅」
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　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

耳寄り情報！  ～福島の帰還者さんの情報です～
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Report みんなの手主催のイベントをご報告します。

Report2021年度 第６回夕食会を振り返って

　12月4日、第６回目の夕食会を開きました。ワーク
ショップも継続参加の方々が増えてきました。場所は２
箇所で開催。ズーム配信もスタートしました。（失敗でし
たが、、、）

ココロもカラダも満足のワークショップ

　大人気のボディ
メインテナンスは、
11月に行った下半
身を鍛えるメニュー
を行いました。２回
目の動きなので、入
念に一つ一つの動
作をしっかり行う
ことを目標にスタート。数種類の呼吸法を取り入れて、ま
ずはカラダをリラックス。次に、足全体から、大腿全面、も
も裏のストレッチ、そして、強度あげていき、ヒップリフ
トや、トランク・リバースカールやサイクリングの動きも
行い、最後の締めは、スクワット。終わるとスッキリ。カラ
ダが蘇ったようでした。
　次は、土井勝キッチンラボの講師による季節の料理教
室です。今回のテーマは「黒豆」。お正月が近いこともあ

り、お節料理の中でも難
しいとされている黒豆
の炊き方を学びました。
お豆を浸し、弱火で落と
し蓋をして煮るお豆。自
分で作る良さは甘さと
固さを自分の好きなよ
うに調整できること。
「これほど簡単にできる
のであれば自宅で黒豆
が炊ける」という喜びの
声もいただきました。
　ヨガレッスンでは「上
半身巡りヨガ」を行いま
した。呼吸に合わせて上
半身をゆったりスト
レッチをしながら緩め
ていくと、副交感神経が
優位になりリラックス
できました。前半に下半

身を充分に動かしたので、ヨガのレッスンと合わせて全
身を伸ばすことができて、ヨガ終了後には、心地よさを感
じました。これでココロとカラダのリセットができまし
た！！

子どもたちの様子は、、、

　大人の参加者がワークショップに励む中、子どもたち
はみんなで仲良く遊びました。みんなでトランプやUNO
やすごろくをした盛り上がりました。運動したわけでも
ないのにとても熱くなり、子どものエネルギーは無限な
んだと実感しました。
　いっぱい遊んだ後はお待ちかねのご飯。みんなお腹が
空いていたのかぺろりと平らげました。よく遊び、よく食
べ、そして成長します。会うたびに背が伸びて大人びてい
く様子を見ていると親になったような不思議な気分にな
りますが、いつか大人になるその日まで見守っていきた
いと思いました。（森）

夕食会は、これからも続く

　ワークショップの後は、夕食をいただきながらの交流
会。情報交換や近況報告をしながらいつものように、時間
はあっという間に過ぎました。また来月、皆さんに会える
のを楽しみにしてます。
　毎月恒例の夕食会は、ワークショップと交流会と盛り
だくさんの内容で行っております。次は1月22日になり
ます。託児もありますので、ぜひご参加くださいね。

January 2022

January 2022

Repor 紅葉狩りを振り返って

　11月27日、庭園デザイナー皆川
さんの案内で今年も紅葉刈りツ
アーを実施しました。今年は、日程
を決めるのがなかなか難しくギリ
ギリまで訪問先が決まりませんで
したが、案内役の皆川さんに、京都
や近郊のスポットの状況をチェッ
クしていただき、ベストな場所を
選んでいただき、スペシャルなツアーになりました。
　私たちは、京都駅を8時に出発して、最初に左京区の蓮
華寺へ。大原街道を少し入ると山門があり中に入ると庫裏
まで延びる石畳の参道がありました。参道を進むと、左手
には約300体といわれる石仏群、右手には土蔵があり、そ
れらを木々が覆い、色とりどりの紅葉で包まれているという
印象でした。参道から庫裏に入り進んでいくと書院があり、
そこで池を眺めることができました。庭園は浄土宗の形式
に則り、対岸に浄土を描き、書院から鑑賞するという池泉
鑑賞式の庭でした。私たちは書院の中で、そして目の前の
亀島と鶴石を眺めながら写真撮影をしました。
　その後、書院の右手の本堂まで進みました。途中、茶人に
愛されたという「蓮華寺形灯籠」の前で足を止めて、皆川さ
んから説明を聞きました。紅葉に覆われたこじんまりとした
蓮華寺の中に佇んでいると心穏やかになり、喧騒を忘れて
しまうほど。時間がゆっくり過ぎていくように思えました。
　次に、八瀬まで足を伸ばしました。八瀬比叡山口駅近く
から、高野川にかかる橋を渡り、川沿いの道を歩きながら
紅葉を楽しみました。光明寺瑠璃光院への道は、観光客
が行き交い、歩くだけでも秋の気配を感じられました。子
どもたちと「だるまさんが転んだ」をしながらの散策。気持

ちいいエネルギーをいっぱ
いいただいき、素敵な秋の
景色を堪能しました。
　自然を満喫した後は、バ
スに乗り込み、約30分。滋
賀方面へ。大津市坂本周辺
でお蕎麦をいただき、腹ご
なしをしてから、坂本日吉
神社旧竹林庭を訪問し庭
園を鑑賞しました。比叡山
のふもとにあり、門前町だっ
た大津市坂本。旧竹林庭は
1592年に比叡山延暦寺の

隠居屋敷として建立されました。主
屋は大津市指定景観重要建造物で、
主屋の南西に約3,300㎡の庭園が
広がり、２棟の茶室と四阿（あずま
や）があり、庭園は、穴太衆積石垣を
採用した庭園です。八王子山を借景
として、大宮川の水を引き込んだ池
を巡りながら楽しめる「池泉回遊式

庭園」だそうです。
　この庭園の見所は、主屋の１階と２階に設置された漆
黒のテーブルに映る紅葉ーリフレクション撮影ができる
「テーブル紅葉」、よく管理された苔、四阿（あずまや）から
地形を生かし、滝石組により水が落とされている様、紅葉
のジュータンを敷き詰めたような「敷もみじ」など、見所
満載でした。私たちは、たっぷり時間をかけて、いろんな
角度から庭の紅葉を眺め、楽しみました。
　皆川さんから、庭の設計、京都の庭との違い、植木の剪
定の仕方など専門家としての視点を伺いました。参加者
も興味深く皆川さんの話に耳を傾け積極的に質問もされ
ていました。庭園、1階や２階の主屋、茶室、どこから見て
も綺麗な紅葉。その美しさに魅了されて、心がチャージさ
えたように思えました。
　最後に皇子が丘公園に立ち寄りました。それまで降っ
ていた雨が小ぶりになり、外に出ると雨に濡れた澄み
切った空気の中で散策を楽しみました。開放感があり、い
ろんな種類の紅葉が見れ、リラックスすることができま
した。子どもたちは広々とした公園で思いっきり走りま
わり自然とのふれあいを楽しみました。
　途中、雨が降ることもあり、不安定な天気の中での紅葉
狩りでしたが、案内役の皆川さんのベストチョイスのお
かげで、紅葉と秋を満喫することができました。来年も素
敵な秋を探しにいきたいと思います。ご参加いただきあ
りがとうございました！
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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

　新年明けましておめでとうございます。
　初夏からこのコラムを書かせていただき7回目になる
でしょうか。
　ラジオパーソナリティーとして､毎週番組を放送して
おりますが、その中で､ふと思うことだったり､感じたこ
とや､その月の話題を交えたりしながら、つぶやくような
感覚で文章を綴っています。
　2022年もどうぞよろしくお願いいたします。

　さて､今年は「寅年」ですね。
　虎は､その際立つ存在感､その模様からもわかるように
「輝く」ということをあらわしています。そして､「決断力
と才知」の象徴としての意味もあり､そこにはスピード感
というものも備えています。
　今年､ご存知の通り､子から始まる十二支が「寅」です。
十二支では「虎」ではなく「寅」という字になります。そし
て､この誰もが知る十二支と合わさって､実はもう一つ､
十干（じっかん）というものがあるんです。この二つを組
み合わせて十干十二支と言います。つまり､それに基づい
て詳しくいうと､今年は「壬寅（みずのえとら）」の年とい
うことになります。ここからは､一つひとつ砕いてみてい
きましょう。

　「壬」はひとことで言うと、水を表します。それに加えて､
「水の陽」になります。陰陽の陽に当たるんですね。参考ま
でに､陰は何かというと､「癸＝みずのと」になります。今
年は「壬＝みずのえ」なので水の陽です。
　そして､この水は五行に置きかえると､静寂とか､冬の
象徴の意､と言われていますが、そこに陽があります。陽
ですから､大きい､広い､動きがある､そして光のイメー
ジ。これが「壬」のところです。

　そこに「寅」が付
いてきます。ここで
一度､「寅」という文
字の意味も見てみ
ましょう。
　寅という字は、春
の発芽の状態、つま
り､もう芽吹きが始まっている状態を言うそうです。暖か
くなって､虫たちが動き出し､春の胎動を存分に感じさせ
るイメージです。
　今年はこの「壬」と「寅」の組み合わせ。上に「壬」があり
ますから「壬」は「寅」を補完し､強化する関係となります。

　つまり､2022年の干支「壬寅」は「冬の厳しさの中にも､
陽気を含み､春の胎動を促す､助ける」です。
　言い換えれば、冬は厳しくあっても、春の芽吹きは生命
力に溢れ、華々しく輝き生まれることを表しています。
　いかがでしょうか。

　年の始まりは､今年はこんな年にしていこう！と目標
や夢を掲げる時期でもありますね。
　これまでなかなか自分のやりたいことをしっかり形に
できず､足踏みしている､躊躇していた､というふうに感
じている方もおられるかもしれません。
　でも安心してください。
　足踏みも寄り道も､その人の人生には必要なこと､必要
だったこと､なのです。
　「壬寅」は今までなかなか踏み出せないでいた気持ち
を､後押ししてくれるでしょう。厳しいと思うことが
あっても､春の胎動のエネルギーが注がれるのです。生
命の芽吹きの力は､ものすごいエネルギーに満ちあふれ
ています！
　あなたのやりたいこと､あなた自身を実現させること､
これまでやらずに我慢していたこと､それらを「壬寅」に
乗じて､2022年は､あなたを思いっきり開花させてみま
しょう。

　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。

　温かいお布団やこたつでほっこり、なかなか抜け出せ
ない季節になりましたね。
　まもなく2022年がやってまいります。今年出来たこ
とややり残したこと、皆様はありますか？出来たことに
目を向けて、自分を褒める時間を10秒作ってみると、楽
しい一日が始まりますよ☆

　今回のコラムは、12月にきのわさんで開催したヨガイ
ベントの復習と1月のイベントの予習となる冬の寒さに
負けない上半身巡りヨガと太陽礼拝を行うための準備運
動をご紹介します。

～ヨガの基本 “上半身巡り＆太陽礼拝ヨガ”～

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。

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

☆上半身巡りヨガ☆【12月ヨガの復習】
-肩甲骨を左右に開いて、肩甲骨下部の筋肉をストレッチ
する効果-

①あぐらで座り、右手を上に
両手をクロスして重ねる。

②右手で左肩、左手で右肩を
掴み、頭をおろし、5回呼吸を
繰り返し、キープする。
＊背骨を伸ばし、肩甲骨の間を
大きく広げることを意識する＊

＊余裕があれば、肘を肩の高
さまで上げてキープする＊

③手を変えて、同様に行う。

☆太陽礼拝への準備運動☆【1月ヨガの予習】
　★太陽礼拝は、全身をくまなく動かし、血流を良くする
ウォームアップとして、活用され、毎日の習慣にしている
人も多い。呼吸に合わせて、ポーズを連続して行うため、
3回ほど同じ動きを繰り返すと、全身の活性化だけでな
く、リフレッシュやダイエット効果も期待できる。今回
は、その恩恵を受けるために首や肩の筋肉をほぐす準備
運動★

①あぐらで座り、右腕を後
ろに回して、右手の甲を左
の腰に当てる。

②息を吸って、左腕を横か
ら頭上にあげ、左の手のひ
らを後頭部のやや右側に
おく。

③息を吐きながら、首を斜
め左に倒す。5回呼吸を繰
り返す。

④逆側も同様に行う。

　いかがでしたか？
　今回は、ストレッチの要因が多かったですが、寒い冬に
凝り固まる前に、首や肩の凝りやリンパを流していきま
しょう。
　次回も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。
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