
MINNANOTE NEWS LETTER

　2021年度もあと少しで終わります。自粛が続き
イレギュラーな時の流れのせいでか、年度末という
気がしませんが、別れと出会いの待つ春がそこまで
来ています。今年度に心を残しながらも、2022年
度が何事もなかったかのように普通に始まります。
3月は今年度最後の月。持ち越したイベントもあ
り、みんなの手の3月はいつも以上に大忙しです。
　京都での夕食会、そして福島では２つの交流会を
予定しています。最後を締め括るイベントに皆様の
ご参加をお待ちしております。京都で、そして福島
でお会いしましょう！

Message

Take Free

避難者の皆様 へ
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　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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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。

日時
内容

2022年3月12日（土）
13時半　ボデイメインテナンス「パーソナルト
レーニング」
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　「料理の基礎」
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「月礼拝」
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
講師Miyuki先生
19時　夕食交流会

第７回　みんなの夕食会

参加費

夕食会のお申し込み　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。

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。
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。

みんなの手より皆様へ。MESSAGE

みんなの手の活動

　2022年1月末、京都府のまん延防止等重点措置が適
用により、みんなの手のイベントの予定は変更を余儀な
くされました。喜多方で開催予定の「リトリートプログ
ラム」は3月に延期、福井での雪遊びツアーは中止。実施
するまでに何度も打ち合わせをして下見にも行き準備
していたイベントだけにとても残念でなりませんでし
た。初めて参加される方も多くお問い合わせをいただい
たにも関わらず断ることしかできなくて悔しい思いを
しました。
　毎月京都や福島県でお会いしていた避難者の方々と
会えなくなることやイベントを中止するしか為すすべ
がない状況に陥り、焦りを感じることも。そんな中で、電
話、メール、LINE、ズームなどで皆さんに繋がれること
や、このニュースレターでみんなの手から発信すること
ができることに改めて気がつき、自分たちができること
を可能な限り行っていこうと気持ちを切り替えました。

長引くコロナ禍の生活

コロナ禍中で、学校もオンラインになったり、学校行
事も中止になったり、コミュニティーの催し物が中止に
なったり、仕事も思い通りにできなかったり、皆さんも
同じような思いを味わっていませんか。当たり前の生活
ができなかったり、予期しないことが起こったりし、日
常生活のリズムが狂うと戸惑いや苛立ちを感じてしま
いますよね。
　2019年の冬に起こった新型コロナウイルスパンデ
ミック。この２年間、フィクション小説のようにこれま
で私たちの体験していなかった非日常的な事象が継続
して起こっています。時に、不安や恐れや苛立ちを感じ
ながらこの得体の知れないパンデミックと私たちは立
ち向かっています。私たちの生活はパンデミック前には
なかなか戻れることはなく、ここ２年間、私たちの生活
はまるで緊急事態のようです。

震災を通して学んだこと

　思い返せば、2011年3月11日東日本大震災が起こ
り、私たちは地震、津波、原発事故の複合災害に遭い、あ
の時も、当たり前の生活から放り出されたようでした。
当初、津波の被害の大きさに心を痛め、原発事故による
放射線物資拡散に怯えながらどうしようか絶望した
日々でした。

1 2年目の３１１に思いを馳せて
みんなの手　西山祐子

　予想していなかったことが起こると私たちはとても
不安に陥ります。特に得体の知れないことが起こると不
安と恐れを感じ身動きが取れなくなることもあります。
震災後、私たちはできるだけ情報収集をしその中から自
分の納得できるデータと意見を取り入れ行動してきま
した。そして多くのことを学びました。
　例えば情報はソースや発信者によって異なった見解
があるということ。専門家とはいえ自身のバイアスがあ
りフィルターがかかることもあること。時間が経つごと
に状況が落ち着きわかってくることもあること。時とし
て急激に解決に向かうことがあること。糸口が見出せな
い時は今できることに集中して時の流れに任せてみる
こと等々。あれほどの混沌とした震災の中知らぬ間に多
くの教訓や処世術を学んできました。当然、その学びは
人それぞれ違っています。でも明らかに震災は私たちに
様々なことを教えてくれました。

学んだことをコロナ禍に当てはめてみると
　2020年の春、私たちは緊急事態宣言でどこにも出れ
ずに不安な日々を送りました。しかし２年経った今、私
たちはこのパンデミックと付き合いながら何とか生活
していくことができています。もう少し時間が経てば
もっといろんなことがわかるかもしれません。パンデ
ミックを乗り越えより快適な生活をしているかもしれ
ません。大切な事は流れに動じずに、自分で情報を選び
ながら必要以上に恐れないこと。そして、今にフォーカ
スし、できることを精一杯することなのではないかと思
います。

12年目の３１１を迎えて

　12年目の３11が巡ってきます。あの時の大変だった
思い出とともに、この11年間生き延びてきた自分の強
さも感じます。震災を通じて実感した、命の大切さ、今生
きていることへの感謝を胸に、これからも混沌とした時
代の中で、生き抜いていきたいと思います。それが、生き
延びてきた私たちの使命のようにも感じています。あの
日感じた思いを忘れずに。合掌



32

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。

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。
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自分にご褒美をーリトリートプログラム体験ツアー
2月から日程変更

日　時
集　合
解　散

3月26日（土）～27日（日）
郡山駅　３月26日 11時
郡山駅 　27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
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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

26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

27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

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。お子様はスタッフが託児をいた
します。

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&子供の英語クラス
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13:30~15:00　参加費：1,500円
中上級クラス　Zoomレッスン
日時：毎週木曜日 9:00~10:30　参加費：1,500円
小学生クラス　Zoomレッスン
日時：毎週火曜日 16:30~17:30　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。

ボディメンテナンス
日　時　2022年3月12日（土）13時半
内　容　パーソナルトレーニング
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

ラクラクヨガ
日　時　2022年3月12日（土）17時半
内　容　月礼拝
テーマ　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3月12日（土）15時半
内　容　料理の基礎
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
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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。

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

　年が明けたと思っていたら､もう三月を迎えています。
季節はいよいよ春へ。三月の風物詩、桃の節句､春を感じ
させる花々が､より一層､春を連れてきてくれますね。受
験シーズンから合格発表を経て､卒業式が行われるシー
ズンでもあります。そして来月は､新学期や新年度。新し
い環境で生活をスタートされる方も､いらっしゃるで
しょう。
　2020年以来､私たちを取り巻く生活環境は大きく変
化しました。仕事も在宅やリモートなどを軸とした就業
態勢になったり､もちろん業種によって様々です。そんな
生活サイクルの中で、前のように気ままに自由に、人に会
えなくなったり､遠方に出ることを控えたり。何かしら不
自由さを感じて過ごしている人が､ほとんどだと思いま
す。でも注意してほしいのは､この状況が続いてしまって
いることによって､つい自分の「やりたいこと」「思ってい
ること」まで止めたままになっていないでしょうか。

　春は新年を迎えた時と同様､スタートをきる気運に乗
りやすい時期です。「止まったまま」になっている､自分の
やりたいことに､じっくり向き合ってみるのはとても良
いことだと思います。
　よく「落ち着いてから始める､始めたい」という声を聞
きますが､もちろん状況判断はとても大切なことだと思
います。
　でも「いつか」は「いつかのまま」なんです。自分の何か
やりたいと思うことがあるならば､「今は無理」と決めつ
けずに、今の状況の中でも､できること､動けそうなこと
を考えてみる。やれる前提でアイディアを膨らませてみ
る。できないことを思い浮かべるのではなく､今､与えら
れている状況の中で､何ができるか考える。その思考にま
ずシフトしてみることです。
　人間の想像力は偉大です！私たち人間は先人がそうで
あったように、幾重もの厳しい時代を乗り越えてきたは
ずです。そうだったからこそ､今こうして､尊い命が受け
継がれてきて､私たちが存在します。

　そんな大切な今を生きる私たち。過去を憂いても、おき
てもいない未来を案じても、今という時間はどんどん流
れていきます。
　「いつか」という､遠くにぼんやり置いたままになって
ることがあるとしたら、ぜひこの春を迎えるタイミング。
自分の「やりたいこと」にフォーカスしてみましょう！見
つかっても､思い出しても、いい案が浮かばない時は、一
人で考え込まずに､家族だったり、友人知人に知恵を借り
てもいいと思います。頼ることをためらう人もいますが、
人の意見を聞くということは､視点も世界も広がってい
く､素晴らしいチャンスになることがあります。何より
「何ができる？」という思考にチェンジした時、思わぬア
イディアが生まれてくるかもしれません。
そして､もう一つ大切なことがあります。自分のやりた

いと思うことを､口に出すことです。発信することです。
発信というと大げさに考えてしまいそうですが、日常出
会う人や､友人と話す時に、何気なくしゃべるだけで良い
のです。
　そうやってこまめに口に出していると､誰かがあなた
の言葉を覚えててくれたり､ふとした時に思い出してく
れたりして、声をかけてくれる､なんてことも起こりうる
のです。でも､言葉にして口に出していなければ､何も始
まりません。

　「今を生きる」過去でも未来でもなく､今に集中する。そ
れには、自分の気持ち、ありのままの気持ちをもっと大切
にしてみましょう。春という季節は、きっとあなたの気持
ちを応援してくれるでしょう！

　昭和・平成・令和を通し
て、両親土井勝・信子の家
庭料理が、私の生き方の
根源にあります。約50年
の中で、社会は大きく変
化し、家族構成のあり方
も変わっていき、家庭料
理の形も、表面的部分で
は大きく変わって見える
かもしれません。しかし、

家庭料理の本質は変わらないですし、手づくりのお料理
を毎日作る事も変わりません。料理することーそれ自体
が愛情です。
　今日は、おいしさと健康な家庭料理を楽しく作れるよ
うにいろいろな考え方について整理してみたいと思い
ます。

お料理とは、出汁＋調味料＋食材の組み合わせです。

◯出汁＋調味料＋食材＝お料理
１）出汁とは　煮出しと水だし液体です。
２）調味料とは　『さしすせそ』
砂糖・塩・酢・醤油・味噌
３）食材は　旬の野菜と魚

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。

お料理のポイント

１）味覚には『甘味』『塩味』『酸味』『苦味』四つの味があり、
そこに『旨味』は、考えない。
２）五感で感じる、味わい。
見た目　『目』
香り　　『鼻』
感じる　『唇・口の中』
噛む　　『前歯・奥歯』
音　　　『 耳』
３）味わいを楽しむ。

お料理の流れ

１）台所の最初のお調理は出汁作り。水と昆布と花かつお
(削りかつお)を入れひと煮出して火をとめて出汁（二番
出汁※）を作る。
２）二番出汁に、食材を入れて、調味料を入れて、火にか
ける。
３）煮物料理のおかずを一品つくる、煮浸しのお料理。
４）あえ物は、野菜を50度洗いをして、調味料であえる。
５）出汁に、お味噌を溶いて、味噌汁を作り、1食のおかず
は、できる。
※二番だしのレシピ
水　　4カップ(800cc)
昆布　10㎝角　一枚
花かつお(削りかつお) 15g

最後に

何よりも基礎を覚えて、習慣化することが大切です。慣れ
て、習慣化されたら、自信がつき、お料理が楽しくなりま
すよ。ぜひ続けてくださいね。
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　1月22日に2022年最初の夕食交流会を実施しました。
通常のワークショップと餅つきをしてつきたての餅をい
ただくという内容でした。新年初めての集まりで盛りだ
くさんの内容の1日。午後1時から、みんなの手のオフィ
スにて、大人気のワークショップがスタートしました。

上半身を鍛えるボディメインテナンスでスタート

　まずは、ボディメインテナンスのワークショップ。今回
のテーマは「上半身を鍛えるパート２」ということで、上
半身強化エクササイズを重点的に行いました。
　はじめに、呼吸メニューからスタート。呼吸を整えるエ
クササイズ４つ。脚を上げて呼吸、脚を手で抱えて呼吸、
横向きに寝て身体を丸めて呼吸、そして正座をしながら
呼吸、次に、モビリティメニュー。四つん這いになり、猫の
ポーズや猫や犬のポーズ、そして、アシカのポーズをした
後に、壁を使ったストレッチや横向きや３頭筋ストレッ
チで身体をしっかり伸ばしてから、スタビリティメ
ニューに。うつ伏せになり、上半身を起こすコブラ、腕の
力で上半身を支えるスキャブラプッシュ。四つん這いに
なり腕と脚を伸ばしそして丸める。片膝をついて曲げる。
　後半に入り、負荷を増やした動きに挑戦。脚を上げて
腹筋、上半身をひねるロシアンツイスト、片足ずつ交互
に上げながらの腹筋。そして、最後は、筋トレ。膝をつい
ての腕立て伏せ。これらのメニューを1時間半ほどで
フィニッシュ。
　終了後、参加者からは、「十分動いた。満足した」との声。
とてもいいメニューなので、普段からうちでも継続して
行いたいとの声もありました。（行った内容は今回特別に
一部をシェアさせていただきますので、皆さんもおうち
で挑戦してみてください）

あん餅雑煮のデモで盛り上がる料理教室

　次に、季節の料理教室がス
タート。今回のテーマはお餅で
した。土井家の定番のあん餅雑
煮（香川の雑煮）の作り方のデモ
ンストレーションをしていただ
きました。
　餡の入ったお餅を入れて、里
芋、人参をのせて盛り付けて、そ
こに白味噌で味をつ
けた出汁を注いでい
ただきます。今回は、
餅つきをするため
に、つきたての餅で
あん餅を作り完成す
ることになりまし
た。他にも、１月のお
惣菜として分葱と貝のぬたのレシピを教えていただきま
した。季節の食材を使うこと。具材の選び方で贅沢な演出
ができることも学び、お惣菜一つ一つにも丁寧に作るこ
とを教えていただきました。レシピは簡単でも、ただ、材
料の切り方、基本の調味料の配合、合わせ方、全て基本に
したがって行うことで料理はこんなにも美味しくなるこ
とがわかり、日々の料理にも活かせそうです。

太陽礼拝をマスターしたヨガレッスン

　最後のワークショップのヨガに臨みました。ヨガは先
月のコラムに掲載されていた太陽礼拝に挑戦しました。
太陽礼拝は体全体をダイナミックに動かしながらゆっく
りと伸縮させるフローで、山から始まり山に終わる太陽
に感謝するヨガです。全部で１2のポーズから成り、全身
のウォーミングアップとして、血行促進や運動不足解消、
また、習慣的に取り入れることにより全身の筋肉作りや

関節の柔軟性
を高まること
や集中力を高
めることがで
きるという効
果が多いヨガ
です。今回は
このヨガをな
ん と か マ ス

Report
餅つき交流会を振り返って

ターできるように集中して行いました。
準備体操では、全身で動けるように、手首や首を回し

て、背中や脇下の伸びを含めたストレッチ。身体が柔らか
くなってきたところで、太陽礼拝スタート。先生に何度も
丁寧に教えていただき、数回くり返すうちにルーティー
ンのようになり、マスターすることができました。（2月
号のニュースレターに太陽礼拝については載っているの
でぜひ参考に行なって下さいね）

皆でついたつきたてのお餅は最高！

ワークショップの後は今回で8年目の恒例の餅つきが
スタート。毎回男性にリードしてもらっている餅つきを
子どもたちと女性の参加者だけで行うというやり甲斐の
ある餅つきでした。
　これまでの餅つきを思い出しながら、蒸し立てのもち米
を臼の中に入れて、素早く米粒を潰し、何度か力を入れて
ついた後は、代わる代わる全員でつきあげました。餅がつ
きあがると、数名ずつ分かれて、餅を丸める作業を行いま
した。雑煮、きな粉、納豆、大根おろし、そしてあんこもち。
つきたての餅は、柔くて丸めるのが大変。でも熱いうちに
丸めようと皆で協力して作り、出来上がり！
　できあがるとすぐに皆で餅を囲み、美味しくいただき

ました。いつもの餅よ
りも腰が足りない感
はありましたが、つき
たてで柔らかく、もち
米の甘さを噛み締め
ながら、皆でいただく
お餅は最高。あっとい
う間に平らげました。
　いつもは支援者や
地元の人、男性におま

かせの餅つきが今年は、子どもたちとママ達や女性の参
加者で皆で協力してだきたことが、実は収穫だったよう
に思います。

Report みんなの手主催のイベントをご報告します。

参加者の声

一人暮らしのため、なかなか身体を動かしたり、人と話す
ことがありません。毎月気心の知れた人たちとの交流は
とてもありがたいです。

子供たちの成長が見られこれからの生活を頑張ろうと思
いました。

お料理のヌタは母がよく作ってくれた物なので、懐かし
く涙ものでありました。お餅つきは、ほとんど女子が頑
張ってつきあげ、ほんとうにおいしかった。

おもちをみんなで仲良くついて楽しかったです。色々種
類があって良かったです。
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Report みんなの手主催のイベントをご報告します。

　2022年1月9日、新年初のふるさととつながろうツ
アーを開催しました。昨年コロナ禍の中で、中止になった
飯館村の視察を工程に入れて、飯館村で大切にされてい
る「までいライフ」を学ぶことや飯館村の未来を共に考え
る機会になればと思い計画しました。
　県北地方は、年末から積雪量が多かったので、アクセス
を考え、見学などは省き、飯館村在住の2名からお話をお
聞きする内容に変更しました。加えて、案内役の東和町在
住の菅野さんが二本松市民と浪江町民の方との新春交流
会のスタッフであることから私たちもその交流会を手伝
うことにしました。
　10時半に福島駅を出発して1時間ほどで、浪江町の避
難者の方が居住する県営石倉団地に到着しました。すで
に会場の準備ができていて、菅野さんに紹介され、私たち
は関係者の方の前で自己紹介をしました。そしてスタン
バイしてスタートを待ちました。待っている間に餅まる
めの手伝いをしました。
　徐々に県営石倉団地の居住されている浪江の方々が集
まり、餅つきが行われました。二本松在住の方々や団地住
民の方々と一緒につく餅。皆で掛け声をかけながらあっ
という間につき上がりました。交流会の中で、参加者の
方々から現在の状況を伺ったり、室内で行われた団地の

代表と地元の方
との話し合いに
一部参加して、団
地住民の抱える
問題点などにつ
いて伺いました。
　まだ帰還でき
ない地域の方が
おられる一方、帰
還解除に戸惑わ
れておられる方

もいて、家族により抱えている問題点も異なり、簡単に解
決できることではないことだと実感しました。
　「長期化する問題に我々のできることは、こうやって交
流会などを催して一時的にでも気晴らしをしてもらうこ
とぐらいしか実際はできないんだよ」と、菅野さん。その
言葉の重みを噛み締めながらその場を後にしました。
　次に向かった先は、飯館村の「までい館」。中に入ると、
オープンスペースに色とりどりの花が天井から吊るされ
ていて、華やかな印象でした。そこで、雪っ娘かぼちゃを
生産・加工・販売されている渡邊とみ子さんと落ち合いお
話をお聞きしました。
　渡邊さんは震災前飯館村に居住され素敵な田舎ライフ
を堪能され、地域の女性の方々と手作りを楽しまれてい
たそうです。くわえて、「イータテベイクジャガイモ研究
会」の会長として、菅野元一さんが品種登録したジャガイ
モとかぼちゃを栽培し販売し地域づくりをしようと活動
していました。2010年には種芋生産が国から許可され
採取が合格すれば世の中に出せる段階になっていた矢
先、原発事故があり、避難を余儀なくされました。
　「飯館村での生産はできなくなりましたが、これまでの思
いと活動をそう簡単に諦めたくありませんでした」と渡邊さ
ん。避難先の福島市で2011年5月には、畑を借りて、いい
たて雪っ娘かぼちゃを育て始めました。そして10月には、飯
館村でつながりのあったかーちゃん達を一人一人訪ね歩
きました。「仮設住宅で支援だけの生活だけでなく、自分達
で動き出したい」と言った声を聞き、「かーちゃんの力・プロ
ジェクト」を発足。避難先で「いいたて雪っ娘」の直売所を
出すために、まずは、当時、国が設定した500bq/kgよりも
遥かに低い20bq/kgの自主基準を設けて準備スタート。 
2012年４月、12名のかーちゃん達と「あぶくま茶屋」にて
健康弁当や漬物、お菓子などの製造販売を始めました。
　大学生との連携もしながら、あぶくま地域の伝統料理
の継承も行う目的で行った弁当作りやあぶくま茶屋運営
は、飯館村の避難区域解除の2017年3月末で終了。結果
として、「利益を出して、財産を残しての卒業」でした。
　解除後は、2017年4月1日から、飯館村の畑で栽培を開
始しました。避難している間に荒れ果ててしまった畑。除
染は終わっても肥沃な土はなくなってしまったことから、
土づくりと鳥獣害対策から始めました。営業再開の届出の
ために、放射線物資の検査、堆肥指導を受け、スタディツ
アーで種まき、収穫体験をし、そして東電のボランティア
の方に電気の柵を設置してもらい、やっとスタートライン

Report 2021年度  6回目のふるさととつながろうツアー
「までいの村」の再生と未来を見つめるツアー 」を振り返って

に立てました。思いが実現できたことに「改めて故郷で作
れたことに感無量の思いでした」と振り返る渡邊さん。
　心配された放射線物資が基準を超えることはなく、飯
館村の道の駅での販売ができ、イオンでの店頭販売もス
タート。いいたて雪っ娘かぼちゃプロジェクト協議会の
リーダーとして、普及活動も継続。全国にとみ子ファンも
増え、多くの人たちの応援をこれまで受けてきました。
　現在、雪っ娘かぼちゃの生産・加工・販売を通じての雪っ
娘かぼちゃの普及活動に加え、あぶくま食の継承活動、語
り部として福島の今を伝える活動をされている渡邊さ
ん。活動に精力的に協力してくれていたご主人を亡くし
て、一人で全てを切り盛りしています。震災後から続いて
いる福島市と飯館村での２地域居住。この生活を続ける
ためには、年金生活では難しいと思い、将来は、飯館の我が
家でご主人と夢見た民泊をしたいと思っています。そし
て、我が家を拠点に、食と農の交流を通じて田舎と都会の
交流を図ろうと活動するのがこれからの目標です。
　困難を乗り越えてきた力を武器にこれからも光り輝
き、さらに発展されることを祈っております。
　ここで、渡邊さんが「辛かった時に、現場から学んだ事」
を書き綴った詩を紹介いたします。

あきらめないことにしたの

沢山悔しい思いをしたよね
沢山、沢山泣いたよ
でも、生きてる
やっぱり止まっては駄目だよ
どんな小さな１歩でも前へ進んだら
ほらね。実ってくれたんだもの
植物は、こんな状況の中でも
頑張って生きているんだもの
だから私はあきらめないことにしたの

　お話の後は、までい館で販売している雪っ娘かぼちゃ
製品を紹介していただきました。プリン・ジェラート・ラス
ク・マドレーヌ・カレー・エジプトラー油・ドレッシング・
スープ・冷凍カットかぼちゃ・ペースト等のたくさんの商
品が販売されていて、どれも美味しそうでした。参加者の
方はお土産として買い求め、食事処で提供していたかぼ
ちゃのコロッケとハンバーグを皆で試食しました。かぼ
ちゃのコロッケはかぼちゃの甘みがして美味しく、かぼ

ちゃの綿も入って
いるハンバーグは
ふわっとして旨み
がぎっしり詰まり
最高でした。「素材
がいいから何を
作っても美 味し
い」とのメーカーさ
んのご意見に納得
しました。
　最後に、また渡
邊さんの畑で再会
することを約束し
て別れました。道
の駅を後にして、
花卉農家の高橋日

出夫さんのビニールハウスに向いました。
　雪深い道をバスで約10分ほどで到着。夕方になり辺り
は暗くなりだしていました。ビニールハウスの中に移動し
て、高橋さんからお話を伺いました。ビニール畑の中には、
色とりどりのアウストロメリアが咲き乱れていました。
　高橋さんも、渡邊さんと同じ、飯館村出身者で、村が計
画避難区域に指定された後に、村から避難しました。飯館
が好き、物を育てるのが好き。子どもの時、学校で行った
菌の培養の実験をして、菌の匂いを嗅いで嬉しくなった
というほど。
　30代の時は、安全な物を消費者に提供しようと、福島
や霊山の有機農業家達と有機野菜を栽培して福島市の
スーパーして卸していまし
た。次第に野菜が売り切れ
ないことがあり、仲間達と
野菜と切り花の栽培を分け
ることになり、高橋さんは
水稲、ブロッコリー作りは
継続しつつ、切り花に転向。
有機栽培をしていて土壌が
良かったせいか、トルコキ
キョウ、グラジオラス、りん
どうなどの切り花栽培は成
功し、次第に軌道に乗って
きました。
　そんな矢先に、震災が起こ

り、生産ができなく
なり、くやしい思い
を味わいました。落
ち込んだ高橋さん
に、奥さんが「でき
ち ゃ っ た こ と は
しょうがない。どう
すればいいのか考
えればいいんじゃねえの」と声をかけ、その通りだと思
い、一歩踏み出すことにしたそうです。
　当時、除染して村を元に戻すと聞いたので、それを信じ
て、飯館でまた切り花作りをしようと思いながら数ヶ月
後に避難しました。避難先は、福島市松川町。関根松塚地
区の地域住民と共に近隣に避難。一軒家を借りて暮らし
始めました。避難先でも農業をしたいという意向を伝え
ると地元の人が休墾田を貸してくれて、避難翌日から畑
づくりをしました。避難1年目はアルバイトをしながら
暮らし、翌年、復興交付金の援助を受けビニールハウスを
貸与してもらいました。2013年、トルコギキョウやス
トックがよく栽培できて、宇都宮、新潟、仙台や福島の市
場に出荷することができました。
　その後、2017年に飯館村が帰村宣言することを知り
村に相談。避難先での切り花栽培の実績を評価され、福島
再生加速化交付金が適用になり、飯館村に栽培用ハウス
を借受けできることになりました。ビニールハウスを整
備してもらい、解除前の2017年1月には一時帰宅しなが
ら苗づくりをして、3月末に苗を植える準備ができた段
階で帰村することができました。
「また見慣れた朝日が出て、夕日が入って、星が出て、月
が出て、この村で暮らせることが嬉しかった」と当時を思
い出して語る高橋さん。高橋さんの帰村を待っていたの
は、飯館の自然だけではなく、ずっと気にかけていたひば
りでした。以前、作っていたブロッコリーの根元に毎年巣
を作り卵を産み孵化していたひばり。除染のトラックが
行き来しているので、いなくなってしまったかと思って
いましたが、高橋さんの畑にいたそうです。「もしかして、
違うひばりなのかもしれないですが、私たちを待ってい
たように思うのです」と。
　震災後は、農業をやめて、スクールバスの運転手として
働いた息子さんも一緒に村に帰り、バスの運転手の職を
得て、親子で同居。高橋さんは奥さんと一緒に切り花作り
を再開しました。現在もトルコギキョウ、アルストロメリ

ア、スターチスを栽培しています。以前、コメ作りをしてい
た水田のため池は除染できず作付けできなくなったので、
20年間太陽光発電を設置するために貸すことにしまし
た。おかげで僅かですが賃借料が入ってくることになりま
した。
　これからの生活に関しては「ずっと花を育てたい」と。生
活のためではなく「花を育てるのが好きだから」と。飯館に
生まれて、育ち、そして命を育む喜びを見出した高橋さん。
飯館の自然の中で、毎日、自然と共に、家族と飯館ライフを
楽しみながら暮らしていくことと思います。

　今回の「までいライフ」を学ぶツアーはこれで終了。最
後に、高橋さんに、白、赤、黄色の鮮やかな色のアルストロ
メリアをお土産にいただきました。花屋さんで購入する
よりも美しく、輝いていました。この花は、花瓶の中で、今
も咲き続けています。
　お二人に伺った飯舘村の「までいライフ」。かぼちゃの
実も種も綿も全て無駄に使うことなく製品にする渡邊さ
ん。小さな時から節約に徹することを教え込まれた高橋
さん。物を大事にすることで、物に恵まれ、そして、結果、
物に囚われずに、心豊かに暮らしているお二人。お二人か
ら、物を大切に丁寧に暮らすことを学びました。そして、
どのような状況の中でも前向きに生きていくこと、夢を
見ながら、未来を見据えて、今を大切に生きることも教え
ていただきました。教えていただいたことをこれからの
生活の中で生かしていきたいと思います。また会えるこ
とを楽しみにしています。



　2022年1月9日、新年初のふるさととつながろうツ
アーを開催しました。昨年コロナ禍の中で、中止になった
飯館村の視察を工程に入れて、飯館村で大切にされてい
る「までいライフ」を学ぶことや飯館村の未来を共に考え
る機会になればと思い計画しました。
　県北地方は、年末から積雪量が多かったので、アクセス
を考え、見学などは省き、飯館村在住の2名からお話をお
聞きする内容に変更しました。加えて、案内役の東和町在
住の菅野さんが二本松市民と浪江町民の方との新春交流
会のスタッフであることから私たちもその交流会を手伝
うことにしました。
　10時半に福島駅を出発して1時間ほどで、浪江町の避
難者の方が居住する県営石倉団地に到着しました。すで
に会場の準備ができていて、菅野さんに紹介され、私たち
は関係者の方の前で自己紹介をしました。そしてスタン
バイしてスタートを待ちました。待っている間に餅まる
めの手伝いをしました。
　徐々に県営石倉団地の居住されている浪江の方々が集
まり、餅つきが行われました。二本松在住の方々や団地住
民の方々と一緒につく餅。皆で掛け声をかけながらあっ
という間につき上がりました。交流会の中で、参加者の
方々から現在の状況を伺ったり、室内で行われた団地の

代表と地元の方
との話し合いに
一部参加して、団
地住民の抱える
問題点などにつ
いて伺いました。
　まだ帰還でき
ない地域の方が
おられる一方、帰
還解除に戸惑わ
れておられる方

もいて、家族により抱えている問題点も異なり、簡単に解
決できることではないことだと実感しました。
　「長期化する問題に我々のできることは、こうやって交
流会などを催して一時的にでも気晴らしをしてもらうこ
とぐらいしか実際はできないんだよ」と、菅野さん。その
言葉の重みを噛み締めながらその場を後にしました。
　次に向かった先は、飯館村の「までい館」。中に入ると、
オープンスペースに色とりどりの花が天井から吊るされ
ていて、華やかな印象でした。そこで、雪っ娘かぼちゃを
生産・加工・販売されている渡邊とみこさんと落ち合いお
話をお聞きしました。
　渡邊さんは震災前飯館村に居住され素敵な田舎ライフ
を堪能され、地域の女性の方々と手作りを楽しまれてい
たそうです。くわえて、「イータテベイクジャガイモ研究
会」の会長として、菅野元一さんが品種登録したジャガイ
モとかぼちゃを栽培し販売し地域づくりをしようと活動
していました。2010年には種芋生産が国から許可され
採取が合格すれば世の中に出せる段階になっていた矢
先、原発事故があり、避難を余儀なくされました。
　「飯館村での生産はできなくなりましたが、これまでの思
いと活動をそう簡単に諦めたくありませんでした」と渡邊さ
ん。避難先の福島市で2011年5月には、畑を借りて、いい
たて雪っ娘かぼちゃを育て始めました。そして10月には、飯
館村でつながりのあったかーちゃん達を一人一人訪ね歩
きました。「仮設住宅で支援だけの生活だけでなく、自分達
で動き出したい」と言った声を聞き、「かーちゃんの力・プロ
ジェクト」を発足。避難先で「いいたて雪っ娘」の直売所を
出すために、まずは、当時、国が設定した500bq/kgよりも
遥かに低い20bq/kgの自主基準を設けて準備スタート。
2012年４月、12名のかーちゃん達と「あぶくま茶屋」にて
健康弁当や漬物、お菓子などの製造販売を始めました。
　大学生との連携もしながら、あぶくま地域の伝統料理
の継承も行う目的で行った弁当作りやあぶくま茶屋運営
は、飯館村の避難区域解除の2017年3月末で終了。結果
として、「利益を出して、財産を残しての卒業」でした。
　解除後は、2017年4月1日から、飯館村の畑で栽培を開
始しました。避難している間に荒れ果ててしまった畑。除
染は終わっても肥沃な土はなくなってしまったことから、
土づくりと鳥獣害対策から始めました。営業再開の届出の
ために、放射線物資の検査、堆肥指導を受け、スタディツ
アーで種まき、収穫体験をし、そして東電のボランティア
の方に電気の柵を設置してもらい、やっとスタートライン

に立てました。思いが実現できたことに「改めて故郷で作
れたことに感無量の思いでした」と振り返る渡邊さん。
　心配された放射線物資が基準を超えることはなく、飯
館村の道の駅での販売ができ、イオンでの店頭販売もス
タート。いいたて雪っ娘かぼちゃプロジェクト協議会の
リーダーとして、普及活動も継続。全国にとみこファンも
増え、多くの人たちの応援をこれまで受けてきました。
　現在、雪っ娘かぼちゃの生産・加工・販売を通じての雪っ
娘かぼちゃの普及活動に加え、あぶくま食の継承活動、語
り部として福島の今を伝える活動をされている渡邊さ
ん。活動に精力的に協力してくれていたご主人を亡くし
て、一人で全てを切り盛りしています。震災後から続いて
いる福島市と飯館村での２地域居住。この生活を続ける
ためには、年金生活では難しいと思い、将来は、飯館の我が
家でご主人と夢見た民泊をしたいと思っています。そし
て、我が家を拠点に、食と農の交流を通じて田舎と都会の
交流を図ろうと活動するのがこれからの目標です。
　困難を乗り越えてきた力を武器にこれからも光り輝
き、さらに発展されることを祈っております。
　ここで、渡邊さんが「辛かった時に、現場から学んだ事」
を書き綴った詩を紹介いたします。

あきらめないことにしたの

沢山悔しい思いをしたよね
沢山、沢山泣いたよ
でも、生きてる
やっぱり止まっては駄目だよ
どんな小さな１歩でも前へ進んだら
ほらね。実ってくれたんだもの
植物は、こんな状況の中でも
頑張って生きているんだもの
だから私はあきらめないことにしたの

　お話の後は、までい館で販売している雪っ娘かぼちゃ
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スープ・冷凍カットかぼちゃ・ペースト等のたくさんの商
品が販売されていて、どれも美味しそうでした。参加者の
方はお土産として買い求め、食事処で提供していたかぼ
ちゃのコロッケとハンバーグを皆で試食しました。かぼ
ちゃのコロッケはかぼちゃの甘みがして美味しく、かぼ

ちゃの綿も入って
いるハンバーグは
ふわっとして旨み
がぎっしり詰まり
最高でした。「素材
がいいから何を
作っても美 味し
い」とのメーカーさ
んのご意見に納得
しました。
　最後に、また渡
邊さんの畑で再会
することを約束し
て別れました。道
の駅を後にして、
花卉農家の高橋日

出夫さんのビニールハウスに向いました。
　雪深い道をバスで約10分ほどで到着。夕方になり辺り
は暗くなりだしていました。ビニールハウスの中に移動し
て、高橋さんからお話を伺いました。ビニール畑の中には、
色とりどりのアウストロメリアが咲き乱れていました。
　高橋さんも、渡邊さんと同じ、飯館村出身者で、村が計
画避難区域に指定された後に、村から避難しました。飯館
が好き、物を育てるのが好き。子どもの時、学校で行った
菌の培養の実験をして、菌の匂いを嗅いで嬉しくなった
というほど。
　30代の時は、安全な物を消費者に提供しようと、福島
や霊山の有機農業家達と有機野菜を栽培して福島市の
スーパーして卸していまし
た。次第に野菜が売り切れ
ないことがあり、仲間達と
野菜と切り花の栽培を分け
ることになり、高橋さんは
水稲、ブロッコリー作りは
継続しつつ、切り花に転向。
有機栽培をしていて土壌が
良かったせいか、トルコキ
キョウ、グラジオラス、りん
どうなどの切り花栽培は成
功し、次第に軌道に乗って
きました。
　そんな矢先に、震災が起こ

り、生産ができなく
なり、くやしい思い
を味わいました。落
ち込んだ高橋さん
に、奥さんが「でき
ち ゃ っ た こ と は
しょうがない。どう
すればいいのか考
えればいいんじゃねえの」と声をかけ、その通りだと思
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づくりをしました。避難1年目はアルバイトをしながら
暮らし、翌年、復興交付金の援助を受けビニールハウスを
貸与してもらいました。2013年、トルコギキョウやス
トックがよく栽培できて、宇都宮、新潟、仙台や福島の市
場に出荷することができました。
　その後、2017年に飯館村が帰村宣言することを知り
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備してもらい、解除前の2017年1月には一時帰宅しなが
ら苗づくりをして、3月末に苗を植える準備ができた段
階で帰村することができました。
　「また見慣れた朝日が出て、夕日が入って、星が出て、月
が出て、この村で暮らせることが嬉しかった」と当時を思
い出して語る高橋さん。高橋さんの帰村を待っていたの
は、飯館の自然だけではなく、ずっと気にかけていたひば
りでした。以前、作っていたブロッコリーの根元に毎年巣
を作り卵を産み孵化していたひばり。除染のトラックが
行き来しているので、いなくなってしまったかと思って
いましたが、高橋さんの畑にいたそうです。「もしかして、
違うひばりなのかもしれないですが、私たちを待ってい
たように思うのです」と。
　震災後は、農業をやめて、スクールバスの運転手として
働いた息子さんも一緒に村に帰り、バスの運転手の職を
得て、親子で同居。高橋さんは奥さんと一緒に切り花作り
を再開しました。現在もトルコギキョウ、アルストロメリ

ア、スターチスを栽培しています。以前、コメ作りをしてい
た水田のため池は除染できず作付けできなくなったので、
20年間太陽光発電を設置するために貸すことにしまし
た。おかげで僅かですが賃借料が入ってくることになりま
した。
　これからの生活に関しては「ずっと花を育てたい」と。生
活のためではなく「花を育てるのが好きだから」と。飯館に
生まれて、育ち、そして命を育む喜びを見出した高橋さん。
飯館の自然の中で、毎日、自然と共に、家族と飯館ライフを
楽しみながら暮らしていくことと思います。

　今回の「までいライフ」を学ぶツアーはこれで終了。最
後に、高橋さんに、白、赤、黄色の鮮やかな色のアルストロ
メリアをお土産にいただきました。花屋さんで購入する
よりも美しく、輝いていました。この花は、花瓶の中で、今
も咲き続けています。
　お二人に伺った飯舘村の「までいライフ」。かぼちゃの
実も種も綿も全て無駄に使うことなく製品にする渡邊さ
ん。小さな時から節約に徹することを教え込まれた高橋
さん。物を大事にすることで、物に恵まれ、そして、結果、
物に囚われずに、心豊かに暮らしているお二人。お二人か
ら、物を大切に丁寧に暮らすことを学びました。そして、
どのような状況の中でも前向きに生きていくこと、夢を
見ながら、未来を見据えて、今を大切に生きることも教え
ていただきました。教えていただいたことをこれからの
生活の中で生かしていきたいと思います。また会えるこ
とを楽しみにしています。

参加者の声

二本松での交流は心温まりました。浪江町民との交流で
なかなか震災前に戻れない現実を突きつけられました。

震災から現在までの話を伺い、いろんな困難や悲しみを
一つずつクリアして、今を楽しく生きていらっしゃる事
に私もパワーをいただきました。

あっという間の10年でしたが、これからの私に何か出来
る事はあるのか、このままでいいのかと考えさせられた
今日のツアーでありました。

福島県外に居住・移住している者と帰還者在住者の交流
を図るドンピシャなツアーでした。
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Report みんなの手主催のイベントをご報告します。

一部避難解除から5回目の3.11

　浜通りからこんにちは。あの震災から11回目の3月11
日がやってきます。僕にとっては、2017年4月1日に富岡
町の帰還困難区域を除く地域の避難が解除された時から
5回目の3.11、という感覚の方が強いです。住めるように
なってようやくまる5年。学校やこども園が再開したり、
電車が再開通したり、お祭りが復活したり、ロックフェス
が行われたり。水害も地震も感染症もありました。そして
何より、二人の子どもを授かったこと。名を「郷（きょう）」
と「斗和（とうわ）」とつけました。本当に密度の濃い日々
が続いています。避難先での暮らしを続ける人も、本当に
いろいろなことを積み重ねてこられているのだと思いま
す。3月11日は、とにかく静かに一日を過ごせることへの
感謝を噛みしめ、
普段通り過ごせ
たらいいと思い
ます。あの震災の
教訓として、平時
からの備えの大
事さ、平常心の大
切さを学びまし
た。おかげで様々
な困難に負けず
に笑顔でいられています。

も～ぉ　い～ぃ　よぉ～

　震災から12年目に入り、いよいよ帰還困難区域の避難
解除に向けた動き加速し始めました。帰還困難区域を擁
する5町村（富岡・大熊・双葉・浪江・葛尾）では、今年1月、
特定復興再生拠点区域外の「迅速な除染の着手」、「残され
た土地・家屋の対応方針の明示」、「住民の生活支援策の継
続」を国に要望しました。桜並木で有名な富岡町の夜ノ森
地区でも、いよいよ準備宿泊が始まります。再生拠点には
住宅や商業施設のほかコミュニティづくりからイノベー
ション構想など、多種多様なインフラが整備されていき
ます。去る1月26日には夜ノ森地区の規制が緩和され、道
をふさいでいた多くのシャッターが撤去になりました。
当日は有志による「RELIGHT YONOMORI」というライ
トアップも実施されました。まだまだ課題だらけですが、
長い長い「まぁ～だだよ～ぉ」の刻を経て、シャッター越
し眺めるしかなかった桜並木を、いつでも散歩できるよ
うになったのは感慨深いです。

浜さ恋

　思えばセシウムもコロナも、姿が見えないこと、不安や
不信を呼ぶこと、命を脅かすこと、人の便利さの裏返しで
あることなど、共通点が多々ありますね。免疫力を高め、
心身を鍛えて自然児でいることが、結局一番の対処法な
のではないでしょうか。この5年間、山菜や魚の線量を
計ったり、子どもが遊ぶ場所の除染を訴えたり、まちづく
り意見交換会で移住者なりの提言をしたりと、地域再生
につながることをゆるゆるとやってきました。「浜に恋し
た」仲間たちと、「浜さ来い」とよさこいを踊ったりもしま
した。3月は浜通りを訪れる人も急増しますが、今年はコ
ロナ禍もあり、静かです。そこで、今回は浜通りで暮らす
人に役立つ地域情報や観光情報のポータルサイトを紹介
します。ぜひ、感染症対策を万全に、浜通りを訪れてくだ
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 

参考リンク
富岡インサイド「RELIGHT YONOMORI」配信中（必見！）
富岡町をはじめ双葉郡の動画やニュースを圧倒的熱量で編集、蓄積して
いるメディアサイト。
http://www.tomioka.jpn.org/

浜さ恋
いわき＆相双の「浜通り」が好きでたまらない人向けのポータルサイト。
運営は「浜鶏ラーメン」の鳥藤。
https://hamasakoi.jp/

ABCふたば情報館
双葉郡のお店情報やニュースを拾える地元目線のポータルサイト。
https://abc-futaba.com/

相双ビューロー
相双エリアに特化した総合情報サイト。メルマガ登録あり。観光案内に
もお勧め。
https://sosobureau.yumesoso.jp/

オーガニックコットンのおくるみに包まれる第二子
（2022年1月25日いわき市湯本にて誕生）

夜ノ森さくら祭にて、チームよさこい「浜さKoi」で踊る筆者

Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。



Columun ゲストの方々にコラムを寄せていただきました。

　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。

　2月4日立春を迎え、お昼の陽の長さや太陽の温かさを
感じる日も多くなってきましたね。先月ご紹介した太陽
礼拝、きのわさんでのワークショップでも大変ご好評頂
きましたが、皆様いかがでしたか？
　太陽礼拝の復習と2月に行うゆったりヨガをご紹介し
ます。

～ヨガの基本 “ゆったりヨガ”～

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。

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. 行う時間は問わず、朝でも寝る前でもOK

☆太陽礼拝☆【1月ヨガの復習】

★太陽礼拝の説明やポーズの流れは前回のコラムをご参
照くださいませ★
★今回は復習として、太陽礼拝の一案最初に出てくる‘タ
ダアサナ’（山のポーズ）に入る前の身体の整え方の紹介★

①マットの上に仰向けに横た
わる

②かかとからお尻、腰、背骨、
肩、頭の後頭部をマットにつ
ける
＊腰が浮いている場合は、骨盤を前後に動かして、
腰をマットにつけるようにする＊

③この状態で、ゆったり3呼吸繰り返す
タダアサナで立った状態でも同様に、マットに上記の箇
所がついてる感覚を身体に伝達していくのがポイント。
かかとから、頭の頭頂までが一直線になるように立てる
のが理想。

☆ゆったりヨガ☆【2月ヨガの予習】
★無意識のうちに、緊張をため込んでしまいがちな腰の
筋肉やお尻、股関節を伸ばして、リラックスさせる効果★

①マットの上に仰向けに
横たわる

②左ひざを胸の方に引き
寄せ、太ももの裏側で両手
の指を組む

③ ②の状態で、3呼吸繰り
かえす

④左のかかとを上げてい
き、お尻と膝が同じライン
上にくるように持ち上げ
る
＊出来れば膝を直角にし
ていく＊

⑤ ④の状態で3呼吸繰り
返す

　いかがでしたか？
　今回は、横たわったままでご自身の身体の状態を少し
俯瞰できる内容でお送りしました。
　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。

1

1

2-1

2-2



ボディメインテナンスよりメニューの一部をご紹介します。是非お家でお試しください！

（1） 呼吸メニュー
5 秒かけて吸い、10秒かけて息を吐くこと ! 

両手両足を写真のように上
げて準備！
5 秒かけて息をゆっくり吸
います。

脚のつま先を持ち準備！ 
脚はなるべく伸ばし、足の裏
を天井に向ける。

6 ヶ月呼吸

3ヶ月ポジション呼吸

（3） スタビリティメニュー

・うつ伏せになり腕を写
真の通りに伸ばしておく。
・つま先をたてお尻を軽
くしめる。

・大きくを胸けるように
しながら上半身を起こす。
・顎を軽く引き、上がらな
いようにすること。
・上げた腕が落ちないよ
うにキープし二の腕に効
かせる

コブラ（肩甲骨～背中周りの筋肉強化）
スマホの使い過ぎ等による猫背解消

・つま先をたて両肘で身
体を軽く起こす。
・腰が反らないようにお
腹に軽く力を入れる。

・両肘で床を押して軽く
背が曲がるようにする。
・肩甲骨の安定性を高め
て 40、50肩の予防に！ 
※首に力が入らないよう
にすること！

スキャプラプッシュ（前鋸筋強化）
肩こり解消、40、50肩予防に

（2）モビリティメニュー

肩の真下に手、お尻の真下に
膝がくるように四つん這い
になる。
手と膝の間は拳 2 個分広げ
ておく。
おへそを見るように大きく
背骨を丸める。

背骨全体を反っていき、 肩
甲骨を寄せる。
視線は天井を見るように！

床にうつ伏せになり、胸の真
横に手をおく。
手で上半身を起こしアシカ
のような姿勢になる。

お尻を突き上げながら胸を
付けるように背骨を逸らし
ていく。
※首肩に力が入らないよう
に注意 

キャット&ドッグ

アシカ＆ドッグ

ヤギ接骨院の上半身を鍛えるボディメインテナンス

ワークショップメニュー
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