
MINNANOTE NEWS LETTER

　今年は、雪の降る日も多く、寒い日々が多いように思えます。
年末年始はとても寒かったですよね。この寒さも一番寒い1月
末から2月にかけての寒の時期を越すと暦の上ではひと段落。
節分を迎え、翌日の2月4日は、立春。―立春とは春に向けて寒
い日から旅立つ日のこと。寒い日々もあと少し。暖かい春を待
ち侘びながら、この寒さを楽しみながら過ごしたいですね。　
　コロナ感染防止対策として、2月のイベントの予定を変更し
ています。現在、内容や日程の調整中です。詳細が決まりました
ら、ホームページに告知いたしますのでご確認ください。申し
込みいただいている方にはご連絡させていただきます。楽しみ
にされていてる方々、もうしばらくお待ちください。
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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。

家族が増えました

　福島県は浜通り、富岡町からこんにちは。おかげさまで、
この冬、3人家族から4人家族になりました。50歳過ぎて
の子育ては大変ですが、よくよく考えてみると、案外いいこ
とも沢山あることに気づきました。20代、30代、40代を思
うがまま、好き勝手に、生きたいように生きていながら、精
神的にも経済的に（少しは）成長した晩年に子育てに向き
合えること。成人する頃には冥途に近づき、いわゆる「老老
介護」の不安が少ないこと。残される15歳年下のカミさん
や子どもたちには申し訳なくて詫びのしようもありません
が、「吾れ唯、足るを知る」の境地、ただただ感謝の日々で
す。3月に3歳になる娘・郷（きょう）も、臨月になるころには
「赤ちゃんにおもちゃ貸してあげるね」「これ、赤ちゃんが使
うベッド？」と、興味しんしんで話してきたかと思うと、抱き
ついてきて固まったり食べさせてあげないとごはんを食べ
なかったりと、小さいながらに葛藤があるようです。超少子
高齢化が進む日本の、課題先進地と呼ばれる福島に、こう
してまた一人新しい家族が増えました。どうぞよろしくお願
いします。

運ばれる命

　富岡町は東京電力福島第二原子力発電所、いわゆる東
電ニエフが立地する町で、原子力災害を起こした東電イチ
エフもすぐお隣というお土地柄。子育て世帯が少ない分、
逆に子育て支援が手厚い部分もあります。「陣痛が始まっ
たら救急車を使って下さい」と役場の担当の方が根回しし
てくださったり、役場の向かいには緊急医療ヘリポートを
備えた24時間365日営業の病院があったり。出産をする
産婦人科は富岡から車で1時間のいわき市なので、不安は
尽きませんでした、だからこそ様々な協力者がいることを
有難いと思います。結局、お医者さんの方が「救急車で来
られるのはちょっと、、、」と心配で、事前に入院しての出産
を選ぶことになりました。コロナ禍で、立ち合い出産はおろ
か、退院まで直に母子に触れることも出来ませんでした。
代わりにカミさんの入院中、上の娘と二人きりで密に過ご
すことができたのは、大事な思い出です。どんなに仕事で
疲れていても、朝8時半までに保育園へ送り、時短勤務で
16時に終業してダッシュで保育園へ迎えに行く。買い物し
て風呂に入れて、食事のあとは絵本を読んで寝かしつけ。よ
うやく寝た後、洗い物や洗濯の片づけ。命を運び育む大変
さ。ほんの少しかもしれませんが、シングルファザーの苦労
がわかりました。

困った時のNPO

　とにかく育児NPOの情報を調べまくって、利用できる
サービスやイベントを利用しました。双葉郡の子育てコ
ミュニティ支援をしている団体「コトハナ」では、こども食堂
やこども縁日、冒険遊び場を不定期で開催しています。公
営の施設や社会福祉協議会とは違った、手作りででこぼこ
感あふれる交流の場です。愚痴を吐き出し悩み事を相談で
きて、孤立しがちな核家族には救いです。いわき市のNPO
「こみゅーんwith助産師」では多様なマタニティプログラ
ムをオンライン、リアルの両方で提供しています。少数制ま
たは対面型が多く、個人的な課題にも対応して、至れり尽
くせりです。足りないもの、不便なものを数えればキリがあ
りません。無いものはアテにせず、生み出せるものは一つず
つ実現していく。2017年春の避難指示解除の頃と比べれ
ば、昭和から一気に令和の時代になったみたいです。この
春にはこども家庭庁も発足しますし、成人年齢も18歳に
引き下げられますね。わが子と、地域に暮らす子どもたちに
とって、平々凡々でも
笑顔でいられる暮らし
を、一歩ずつ実現して
ゆけますように。今回
は双葉郡で活動する
子育て支援関係の団
体を紹介します。

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 

　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。
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参考リンク
コトハナ
福島県双葉郡8町村での子育てを応援する当事者団体。こども食堂の運
営やフリーペーパーの発行も。
https://cotohana.net/

こみゅーんwith助産師（NPOこみゅーん）
いわき市を拠点にお産と子育てと女性の健康について専門的なサポー
トを提供。双葉郡もゆるくカバー。
https://cw-jyosanshi.com/

シェルパ
双葉郡楢葉町を拠点に障がいのある児童や高齢者向けの居場所づくり、
相談事業を行うNPO。
http://pref-f-svc.org/archives/11257

こころのケアセンターふたば出張所
避難解除した自治体で支援を必要とする高齢者や障がいのある世帯の
ための訪問型支援を行うNPO。
https://kokoro-fukushima.org/futaba/futaba_report/
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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。

冬の永平寺見学＆雪遊びツアーに関して

日時

内容

2022年2月26日（土） ワークショップ　13時半～
13時半　ボデイメインテナンス「上半身を鍛える３」
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
15時半　季節の料理教室「さわら」
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
17時半　ラクラクヨガ「ゆっくりヨガ」
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

1月22日時点で、京都を初めて近隣都市がまん延防止等
重点措置の対象地域として要請していることから、内容
を見直しいたしまして、1日の雪遊びプログラムとして
実施予定です。ただし、状況により中止することもあるの
で、開催に関してはみんなの手までご連絡ください。

日　時
集　合
解　散
内　容

2022年2月19日（土）
8時　京都駅
20時　京都駅
雪遊び（目的地　滋賀県）

第６回　みんなの夕食会

オーガニックコットンのおくるみに包まれる第一子
（第二子はコロナ禍で写真なし・涙）

参加費 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、1,000円
になります。
コロナ感染防止のためズームによる開催にな
るかもしれませんがご了承ください。

19時　夕食交流会
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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。
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日　時
内　容

2022年3月12日（土）
検討中（交流会＆ワークショップ　もしくは
見学ツアー）
詳細はHP、次号のニュースレターで告知します。

避難移住者交流イベント

自分にご褒美をーリトリートプログラム体験ツアー 11日
郡山駅 出発
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 到着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

参加費

定　員

食事代（大人4,500円　小学生4,000円　幼児
3,500円）＋2日目のランチ代
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。子ども達は雪遊
びをします。
スケジュールが決まり次第申込者にはご連絡
いたします。

日　時
集　合
解　散

2月11日（金）～12日（土）  3月に延期
郡山駅 11日　11時
郡山駅 12日　15時半

熱塩温泉「ふじや」さんではヨガ、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
を行っています。元来リトリートとは、日常から離れてコ
コロとカラダをリラックスしてゆっくりと時間を過ごすこ
と。この度、ツアーのために特別にショートプログラムを
企画していただきました。交流会では、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っ
たり、参加者同士の交流を深めることもできます。ココロ
とカラダをリセットしてワンネス感を味わいましょう。

リラクゼーション・自然・移住・起業テーマ

原子力災害と向き合うツアー２
第8回

いわき駅 出発
東京電力廃炉記念館
ランチ交流会＠まちなみマルシェ
浪江町物語伝え隊（絵おと芝居）
いわき駅 到着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

日　時
集　合
解　散
参加費
定　員

3月20日（日）
いわき駅　8時半
いわき駅　19時
食事代　1,000円程度
15名

震災から10年目の昨年、「東日本大震災・原子力災害伝
承館」を訪れ、原子力災害について考える機会を持ちま
した。参加者の方からの「より深く知りたい」との声に応
えて、今年度は「東京電力廃炉記念館」を訪れ、違った角
度で福島第一原発事故を振り返ります。2011年３月11
日、何が起こり現場ではどう判断したのか、東京電力の
「記録・反省・教訓」を基に、避難を余儀なくされた住民
の声を聞きながら、共に原子力災害について考えます。

原発事故・原子力災害・避難区域・復興テーマ
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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。 Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。

　明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろ
しくお願いします。
　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。

　今回のコラムは、新年にふさわしく、時計のように12
ポーズで管制される1月のイベントの予習となる太陽礼
拝をご紹介します。

☆太陽礼拝☆【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12ポーズを呼
吸に合わせて行うと、約1分で終えることができる。★

　いかがでしたか？
今回は、流れるように
行う太陽礼拝で、身体
全体を動かし、整えて
いきました。
　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。

～ヨガの基本 “太陽礼拝”～

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。

太
陽
礼
拝

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,行う時間は問わず、朝でも寝る前でもOK
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①タダアサナ（山のポーズ）
くるぶし・膝の中心・手の中指・大転子・
肩・耳・頭長が一直線に並ぶように。

②上向きの礼拝
息をゆっくり吸いな
がら、両手を上げ、肩
の力は抜いて、目線を
斜め上にあげる。

③深い前屈のポーズ
脱力して息を吐き、手
を床に、胸と太ももが
くっつくように。
膝裏が痛い場合は、写
真のように膝を曲げ
てもOK。

⑤三日月のポーズ（手をあ
げないバージョン）
息を吐きながら、右足を一
歩大きく後ろに、膝をつ
く。左の膝は90度に。目線
は前方へ。

⑥チャトランガのポーズ（優しいバージョン）
息を吸いながら、手を肩幅に開き床につけ、左足
を後ろへ腰幅に広げる。
息を吐きながら、足の甲からおでこまでマットに
つける。手は胸の横に。

⑦上向きの犬の
ポーズ
息を吸いながら、上
体を前に滑らせるよ
うに上へ肘を伸ばし
て、後ろへ反らす。

⑩深い前屈のポーズ
脱力して息を吐き、手を床に、
胸と太ももがくっつくように。

⑪上向きの礼拝
息をゆっくり吸いな
がら、両手を上げ、肩
の力は抜いて、目線を
斜め上にあげる。

⑫①へ戻る。

⑧下向きの犬のポーズ
息を吐きながら、つま先
を前方へ向け、お尻を高
く上へ上げる。足の方に
重心をスライドさせる。

⑨半分の立位前屈
息を吸いながら、手の
位置に足を片足ずつ
持ってきて、前屈。

④半分の
立位前屈
息を吸い、背筋
と膝を伸ばし、
目線は前方へ。

第7回
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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

　暦の上では2月､立春が訪れても、まだまだ寒い日があ
るのが普通ですが､ここ数年､急にあたたかく、なったり､
それに合わせて､桜の開花のサイクルもだんだん早く
なってきてるように感じます。

　今年は「寅年」で､先月のコラムでその特徴や質につい
て書きましたが､今回は､寅年ならではの運気にのる､開
運につながるような､おすすめの場所について､触れよう
と思います。

　奈良県と大阪府の県境に位置する信貴山。そこに在る
「信貴山朝護孫子寺（しぎさんちょうごそんしじ）」です。
お正月や一月に既に行かれた､という方もいるかもしれ
ませんね。
　今から1400年ほど前にさかのぼります。聖徳太子が
この山を訪れて､戦勝の祈願をしますと､天空に､「毘沙門
天王」が現れて、必勝の秘法を授けられました。その後､見
事に勝利を果たした聖徳太子は､自ら毘沙門天王のお姿
を彫刻して､伽藍を立てられました。
　そして､信ずべき、貴ぶべき山として「信貴山」と名付け
られたと､言われています。その毘沙門天王が現れたのが
ちょうど寅の年の､寅の日で､寅の刻であったということ
から、寅が厚く信仰されるようになったと､今に伝わって
います。人々からは広く「信貴山寺」と親しまれているお
寺です。
　建物は､長い歴史の中で､戦火にあったりもしました
が、近代の昭和に入っても､火災の被害にあって、現在の
建物は､昭和33年に新たに建て直されたもの､というこ
とです。本堂は､山のとても高い所に位置していて、その
舞台からは､見事な大和平野が一望できるという、素晴ら
しい眺めを味わうことができます。とても気持ちのよい
ところです。
　また､毘沙門天は､ご存知の方も多いと思いますが「七福
神」の中のひとつで､商売繁盛､金運・開運を招くと言われ
るぐらい､招福､心願成就の徳を持ち､それらを厚く授けて
くださる､いわゆる「福の神」として崇められています。
　右手には､如意宝珠の棒、左手には宝塔を持っておら
れ、信念に従って、心を強くもっていれば､福徳を授かる､
というお姿を現しているとも言われているそうです。

　今年は12年に一度の、寅年ということで､信貴山は年
明けから大変賑わっているそうです。

　登山道には､
大きな寅の像
（世界一福寅）
が置かれ､道行
く人々が､記念
撮影をして､楽
しんでいる姿
が多く見られ
ます。寅年にあ
やかり参拝､眼前に広がる大和平野の眺めを満喫しなが
ら､信貴山を歩く､今年はぜひおすすめです。
　毎年､寅の月（2月）の最終土曜日､日曜日に『信貴山と
らまつり』が開催されています。今年は2/26､27日に当
たります。寅年なので､例年より大盛況になると予想され
ますが、特別なお祭りの時に楽しむのもまた､格別かもし
れませんね。

　「寅」はまた､十二支の中でも特に､金運の象徴とも言わ
れているのです。その一つとして､今年､金運アップを意
識して､寅年､寅の月に､財布を新調したりするのもよい
ですね！
　よく言われるのは､新年を迎えてから､春を迎える季節
の頃､その間に新しくする財布を「春財布」と言い、言葉､
音で「＝張る財布」とも言って、お金がたくさん膨らむ財
布､という意味合いがあります。ひとつの縁起担ぎとして
取り入れてみるのも､リフレッシュと､楽しみになるよう
に思います。

　立春を超えて､本格的に､寅年の
気運が満ちてきます。
　今年はどんな年になるでしょう
か。それぞれどんな年にしたいか､
希望と夢をもって､描いてみま
しょう！
春はあっという間にやってきます
ね。

February 2022

February 2022

Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。 Report

Repor クリスマス会を振り返って

　2021年12月25日クリ
スマスの日に、関西居住＆
移住者が集まり、クリスマ
ス会を行いました。ここ数
年恒例になっているクリス
マス会。子ども達から大人
の方まで約20名程が集ま
り楽しいひと時を過ごしま
した。
　今年は、家族や仲間同士
でクリスマスケーキ作りに
挑戦しました。米粉のホー
ルシフォンケーキに生ク
リーム、いちご、りんご、ぶ
どう、トッピング、ケーキ
ピックなどを思い思いにデ
コレーションしました。ま
ず、チームに別れて、用意さ
れたケーキや果物をカッ
ト。形を整えながら生クリームを全体に塗りました。最後
に、果物やトッピングをセンス良く盛り付け、世界に一つ
しかないクリスマスケーキの出来上がり！　
　並べてみると、一つ一つ違ったクリスマスケーキに仕
上がりました。大人チームの作ったクラシカルなケーキ。
全体にサンタさんをイメージしたケーキ。ケーキ学校に
以前通っていたママの作った見栄えのいいケーキ等々。
どれもキラキラ輝いていて美味しそうに見えました。完
成後は、ケーキの写真を撮りあったり、褒めあったり、し
ばし達成感に浸りました。いただくのがもったいない
ケーキ。食後の楽しみができました。
　クリスマス夕食会の準備が整い、夕食会がスタート。美
味しいディナーをいただきながら歓談タイム。話は盛り

上がり、なかなか止まらない
感じでした。その後は、子ど
も達のクリスマスプレゼン
ト交換タイム。音楽に合わせ
て、プレゼントをまわして音
楽が終わるとプレゼントを
受け取りました。中身はお菓
子、ゲーム、文房具、小物。。。
プレゼントを開ける瞬間、驚
きと笑みでいっぱいの子ど

も達。楽しい時間は続きます。引き続きゲームタイムにな
り、参加者全員でビンゴを楽しみました。
　余興が終わり、クリスマスケーキをいただながらの
ティータイム。ミニホールケーキを家族や仲間同士で分
け合い、歓談タイムが再スタート。時間があっという間に
過ぎていきました。
　クリスマス会は、2021年最後のみんなの手のイベン
トでした。それぞれが、毎月開催されるワークショップや
交流会で学んだことに対して振り返り、新年への思いな
ども共有しました。今年も無事に締め括ることができる
幸せ。翌年も良い年にしようと思う決意。移り行く季節の
中で、自分と見つめ合い、その時々の思いを共有しなが
ら、互いに成長できる仲間がいること、そしてその仲間達
と関われる場がある幸せ。それに気がついたクリスマス
の夜。感謝の思いに満ち溢れた時間でした。

参加者の感想

　「楽しい時間を持つということは本当に幸せなことで
す。素敵な時間をいつもいつもありがとうございます」
　「いつもの場、いつもの仲間に再会できて自分の帰る場
所に戻ってきた感じでした。１年間ありがとうございま
した。来年もたくさん交流したいです。」

みんなの手主催のイベントをご報告します。
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　2021年12月28日　第５回ふるさととつながろうツ
アーを実施しました。今回のツアーは郡山市逢瀬を訪れ、
郷土料理や門松作り体験をして、福島の食文化や暮らし
を学ぶ目的で開催しました。
　あいにく前日に降った雪のせいで、ツアー当日は東海道山
陽新幹線が遅延し、京都や滋賀から当日移動する参加者や
スタッフが遅れるという思わぬアクシデントがあり、予定より
30分遅れて11時に郡山駅に集合して逢瀬に出発しました。
バスの中では、恒例の近況報告、ツアー参加の意気込みに
加えて、2021年を振り返った感想も話していただきました。
　健康診断を受けて健康の有り難みを痛感して、来年は
もっとカラダを動かしたいと意気込む人。家のリフォー
ムが完成しつつあり新しい家に住むことを心待ちしてい
る人。YouTubeを始めようと考えている人。みんなの手
のイベントにほぼ参加できて充実感を感じている人。そ
して、門松作りや漬物作り体験を楽しみに参加された人。
これまでのつながろうツアーで農家さんとの関わりが多
く、今回のツアーでも食と関われることが楽しみな人
等々、参加者同士互いの現況や考えを知ることでつなが
りがより深くなるような気がしました。

なんだべ村に到着

　30分も立たないうちにバスは逢瀬に到着しました。あた
りは雪が積もり、風が吹き付け、いかにも寒い冬の日という
印象。目的地のなんだべ村までバスで入れないため、私たち
は、道の途中でバスを降りて、なんだべ村まで歩いていきま
した。寒さのため、道は凍り滑りやすくなっているので、子ど
も達は手をつなぎ、寒い中、皆で固まって歩いていきました。

皆で一緒に餅をつく

　なんだべ村に到着すると、地元の農家の方々が昼食の
用意をして待っていてくださいました。「中、入りな」と案内
されて、小屋の中に入り、火の
周りで暖をとりました。郡山ふ
るさと田舎体験協議会の会長
の挨拶やリーダーの農家さん
の話、地元の協力者の農家の
お母さん達の紹介の後、プロ
グラムがスタート。まずは、腹
ごなしをするために、餅つきを
始めました。蒸したもち米を臼
に入れて、力のある男性人が

手早く渾身の力を込めて餅をつき、餅がまとまってからは
参加者全員でつきました。途中、「会津磐梯山」や「福島県
民の歌」を歌いリズムを取りながらの餅つき。地元の農家
さん、農家のお母さん達、そして、福島県を離れて他県に居
住する私たち、帰還された参加者、県内在住者、皆んなで、
代わる代わる餅をつく。同郷のよしみで見ず知らずの私た
ちの心が触れ合う瞬間でした。
　外は見渡す限り雪。子ども達は、休むこともなく、外で雪
遊びをしていました。寒さも足が冷たくなることも忘れ、ブラ
ンコに乗り、駆け回り、思う存分、カラダを動かし続けます。

郷土料理を作り、いただく

　餅がつきあがると、全員集合
して、手早く餅を丸めました。地
元のお母さん達が用意してくれ
ていたキャベツ炒め、潰した豆
腐にピーナッツパウダーを和え
た白あえ、そして野菜たっぷり
の味噌汁、そこに、餅を入れる
と、キャベツ餅、豆腐餅、餅入り
味噌汁が出来上がり。いかにん
じん、ゆず大根、たまり漬けと一
緒にいただきました。
　初めていただいたキャベツ餅
は、キャベツの甘さを十分に味
わえる美味しさでした。豆腐餅
はピーナッツパウダーの香ばし
さを感じる甘めのお餅の白あえ
という感じでした。漬物もよく
漬かっていて懐かしい味でした。「お替わりしていいんだ
がんねー」と言われて、お腹がいっぱいになるまでいただ
きました。
　昼食後は、農家のお母さんの料理教室がスタート。いかに
んじんやたまり漬けの作り方を教えていただき、実際にい
かにんじんを作りました。料理をしながら地元のお母さ
ん達と話が弾みます。昨年度つながろうツアーで訪れた
郡山の鈴木農場の話や郡山ブランド野菜のグループの話
をすると、お母さん達のおひとりが郡山ブランド野菜を
共に作っていて、キャベツ餅のキャベツは郡山ブランド
野菜の冬柑奈（ふゆかんな）であることがわかりました。
「だから甘いんだね」と参加者。点と点がつながり線にな
り人の輪が繋がっていくことを実感できた瞬間でした。

Report 2021年度 5回目のふるさととつながろうツアー
「郷土料理＆門松作り体験＆里山歩きツアー」を振り返って

　農業の他、漬物や味
噌などの製品を作り販
売している農家のお母
さん達は、色々なレシ
ピを知っていました。
全て頭に入っていて、
伺うと、即座に教えて
くださり、短い間に、たまり漬け、味噌、白菜の漬物、麹、三
五八のレシピを教えていただきました。

交流タイム

　料理教室の後は、降雪のため、里山歩きができなかった
ので、小屋の中で、地元の人たちと交流しながら過ごしま
した。火を炊いていてもやはり寒く、皆、火の周りに集まり、
温かい飲み物をいただきカラダを温めました。交流しなが
ら、なんだべ村について伺いました。―子ども達や多くの
人たちに、自然体験や田舎暮らしの体験を通して、五感を
磨いてもらおうと思い、自分の敷地を体験の場所として作
り上げ、地元の人と一緒になり、田舎暮らし体験プログラ
ムを行なっているなんだべ村のリーダーの石井さん。「百
姓は百のことができるから百姓なんだ」と仰る通り、何で
もできるスーパーマン。そして、プログラムを応援する地元
の農家の方やお母さん、協議会の役員の方々。そんな熱い
思いのある方々のおかげで、スローライフ体験ができるこ
とを嬉しく思いました。地元の方々に、田舎暮らしのこと、
火起こしなどの生活の知恵、そして自然との関わり方など
についても教えていただき為になりました。

門松作りに挑戦

　一休みの後、ビニールハウスに移動して、正月を飾る門
松作りをしました。敷地の周りで石井さんが事前に採取
してくださった松竹梅、南天などを使用しました。作り方
の模範を見せていただき各自で作業を始めました。竹の
入れ物を選び、周りを藁で包み縛る。竹を3本選び、サイズ

を合わせてノコギリでカット。
入れ物に3本の竹を入れて周りに
おがくずを入れて固定。そこに、
松や梅、南天を刺して整え、藁
を適度な長さにカットして完成。
各自オリジナリティ溢れる門松
で、正月を迎えるのに相応しい
お土産が出来上がりました。

振り返り

　日が暮れてあたりが暗くなり、最後は記念撮影をして終
了。学びが多く充足しているせいか1日が長く感じられまし
た。1日で貴重な体験ができました。今シーズン初の寒い日
に皆で餅つきをしたこと、門松を作ったこと、郷土料理を作
りいただいたこと、雪と風の中を皆で歩いたこと、子ども達
は雪の中で思いっきり足が冷たくなるまで遊んだこと、きっ
と参加者の忘れられない思い出になったことと思います。
　郷土に根付き、昔からの暮らしを受け継ぎ、自然と共に
暮らしている人たち。私たちは、福島の地元の方 と々関わり
がながら、生きる術を学び、糧にしていきたいと思いました。
　帰りのバスの中では、感想を述べあいました。郷土料理
作り、門松作り、そして、地元の方との交流がよかった、と
の声が多くありました。「ここはほたるが見えんだよ。ホ
タルを見にまたおいで」と言われた言葉が嬉しくてか、ほ
たるの時期にまた訪れたいとの声も上がりました。今か
ら再会が楽しみです。

参加者の感想

「体を使って考え、何かを作りあげる大変さの中に、そし
て地元のお母さん達の優しさに心豊かになれました。私
の今年N O１」
「同じ郡山市でも自然に恵まれ自然の厳しさを感じまし
た。そして人の温かさも感じることができました。また一
つ福島県の素晴らしさを見つけることができました。」
「逢瀬の方々にとても良くしてももらった。一緒に餅つき
をしたり、餅をちぎったり、食事の用意をしたり、門松作
りの時は竹の切り方のコツやバランスの取り方などいろ
いろ教えてもらった。ツアーの内容が良い。福島で生まれ
育ったが知らなった事や初めて体験することがあり、ま
た参加したいです。」
　

みんなの手主催のイベントをご報告します。
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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

M
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ボディメンテナンス
日　時　2022年2月26日（土） 13時半
内　容　ボディメンテナンス　「上半身を鍛える3」
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

季節の料理教室
日　時　2022年2月26日（土）15時半
内　容　季節の料理教室「サワラ」
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2月26日（土） 17時半
内　容　ラクラクヨガ　「ゆっくりヨガ」
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

February 2022
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