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１．代表 菅野よりメッセージ 
 

 

認定講師のみなさまへ 

 

いつもありがとうございます。ワクワクワーク代表の菅野です。 

講師養成を開始してから３年が経ち、４年目に入ろうとしています。 

 

どのメンバーも開講当初に理想として思い描いたような、 

熱心で、果敢で、家族思いで、今でき得ることをなし、進み続ける、 

本当に素敵なみなさま。ワクワクワークと出会ってくれて本当にありがとうございます。 

 

開講１-２年目の段階では、 

こんな素敵な仲間に出会えるとは思いもよらず、 

 

組織化は本当に大変だったけど、ここまでがんばってよかったなと素直に、 

私が人生で出会う大きなギフトのひとつと感じています。 

こんな嬉しいこともあるのですね。 

 

『ていねいな時短』『毎日のごはんは伝統継承』 

『持続可能な食』『ごはんとみそ汁』、畑、学校、世界に届けること。 

 

たくさんの伝えたいことと、キーワード。 

どれも必要なことで削れない。 

 

ひとりひとりが、自分のエリアで 

あるいはエリアを飛び越えて、協力しあって。 

でき得ることを一歩ずつ。 
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私と母がここまでそうしてきたように 

一緒に食からの貢献に向かって進んでいきましょう。 

 

ひとりひとりの飛躍、脱皮が目覚ましい２０１８年を経て、 

新たなメンバーと共に進む今がとても楽しく、どこまでいけるのか、 

今年一年をとても楽しみにしています。 

 

私自身は、認定講師のみなさまのエリアへ積極的に伺う１年にしたいと思っています。 

広島の柳谷さん＆仙台の南さんとのお話進んでいて私も楽しみです。 

 

本年もよろしくお願い致します。 
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２．ワクワクワークの活動概要 認定講師の人数と分布図 
 

 

私たち認定講師の育成は2015 年からはじまりました。武蔵小杉駅北口徒歩5 分の提携キッチン「おでか

けキッチン」を拠点に、毎月レッスンやイベントを開催。述べ受講生の数は2,970 人（2018 年12 月現

在）となりました。代表の菅野とその母である副代表の松波が運営していた教室の殆どが現在は認定講師

を中心に運営しています。 

 

 

キッチン隣に提携カフェ「豆こねくと」が昨年末にオープン。提携カフェでは認定講師が土日限定でオー

ガニック滋養ランチを提供中。毎週完売になるなど予約必須のランチになっています。 

 

提携キッチン以外にも、認定講師が個々に独立してセミナーや教室を各地で開催。拠点となっている川崎

市など地元自治体からの食育講座の依頼、学校機関からの出前授業の依頼など、外部活動も活発に行って

います。オンライン講座、通信講座も活発で、北海道や沖縄、ドイツやアメリカなど世界にユーザーがい

ます。「ていねいな時短ごはん」（学研プラス）「子どもと食べたい時短おやつ」（辰巳出版）・・・他

著作も多数。 

 

 

 

Profile------------------- 

オーガニック料理教室 「ワクワクワーク」代表    

菅野のな (すがの・のな)  

 

食とオーガニックを軸に多岐にわたり活動。  

親子の小さな料理教室からはじまり、 

毎日のごはんを仕事にして12 年。 
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-------------------- 

1979 年生まれ。 

モンテッソーリ教育系幼稚園出身。  

ミュージシャンで自由人の父と、病院勤務の管理栄養士で東洋医学を実践する母により、有機農家支援、

家庭菜園や自然療法を身近に感じて育つ。 

 

神奈川県立横浜緑ヶ丘高校、東京造形大学デザイン学科卒業後、IT ベンチャー企業に入社するも、連日の

ハードワークで体調を崩し、食と健康の大切さを再認識。 

 

2007 年、母である副代表の松波苗美とオーガニック料理教室「ワクワクワーク」を設立。 

 

シンプルな食生活が難しくないこと、 

それが日々の豊かさとなることを伝えることをモットーに通学レッスンや通信クラスを開講。 

スタッフは12 名に増え、これまで延べ2,790 名が受講（2018 年12 月時点）。 

自身も2 児のママとして子育てと仕事の両立に奮闘中。 

 

Works------------------- 

「朝日新聞デジタル」おやつレシピ連載 

「大地宅配」協賛セミナー開催 

「Oisix」レシピ提供 

「湘南ゼミナール」サイトでのコラム執筆 

朝日新聞デジタル＆W 

「卵乳製品を使用しないおやつ」web 連載 

料理教室講師の育成 

オーガニック商品の開発支援、監修 

食育コラム執筆 
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保育園、小学校にて保護者向けの講演 

高校、大学で生徒向けの講義 

各地域団体、カルチャースクールでの講座・講演 など 

 

最近の活動としては、 

お笑いコンビ北陽のママ向けトークイベントにアドバイザーとして出演。 

また、「卵・乳製品なしでもおいしい 今日も手作りおやつをひとつ。」の台湾版が出版され、 

それを記念したおやつ講座を台湾にて開催。 

 

Books------------------- 

『子どもと食べたい時短おやつ』(辰巳出版)  

『子どもと食べたい常備菜入門』（辰巳出版） 

 『卵・乳製品なしでもおいしい 今日も手作りおやつをひとつ。』（朝日新聞出版） 

 『ていねいな時短ごはん』（学研プラス）  

 

Others-------------------- 

『朝活手帳2019』掲載 

生活クラブカタログに 

『子供と食べたい常備菜入門』掲載 

『月刊クーヨン』『tocotoco』  

レシピ、インタビュー掲載 
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2019 年1 月現在、認定講師の人数は35 名。現在受講中の講師養成講座受講生をあわせると 

50 名以上の方がいらっしゃいます。 

 

関東だけにとどまらず、日本全国に広がっている認定講師と受講生。 

2019 年はさらなる飛躍をして全国の認定講師が増えていくことでしょう。 

 

認定講師の皆さまのお力添えを引き続きどうぞよろしくお願い致します。 
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３．最新ワクワクワークニュース 

 

 

2019 年の年明けと共に、ワクワクワークの活動の幅がスピードを上げて広がりを見せています！ 

認定講師・お話アドバイザーは神奈川・東京・埼玉・茨城などの関東圏を越えて 

北海道・広島・香川・鹿児島･･･と日本全国から誕生しています♪ 

 

ワクワクワークというひとつの軸を中心に 

認定講師同士で横の繋がりを作ったり、 

代表菅野を招致してのお話会やイベントなど 

関東以外の認定講師の方も積極的に楽しんでいける企画も誕生しています♪ 

 

この『最新ワクワクワークニュース』で新たな活動をお伝え致します！ 

 

 

⚫ 初海外レッスン♪台湾での出版記念イベント無事終了！ 

こちらの記事でもご紹介しましたが、 

代表菅野が初めての海外レッスンを台湾で行いました！ 

 

毎日のおやつはシンプルであってほしいこと 

材料をつかいきる大切さ 

自分の口にするものを選んでほしいことなど 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12432881860.html
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ワクワクワークが大切にしてお伝えしている話と共に 

卵乳製品を使用しない滋養おやつが 

海を越えて、言語を超えて届いた記念すべきレッスンでした！ 

 

代表・副代表はもちろんスタッフもこの記念すべきイベントが 

行われたことにとっても感動しています♪ 

 

 

 

⚫ 全国の赤ちゃんママ、働くママ、育休中のママのための 

【食と育児の講座】が開講できる！追加認定コースと 

外部からの講義依頼に対応できるスキルが身につく講座を開講！ 

 

全国の赤ちゃんママ、働くママ、育休中のママを助ける 

食と育児の講座が開講できる講座  

【お話パック追加認定オンライン講座】が開講することになりました。 

 

赤ちゃん子育て真っ最中のママたちに食についてのお話はもちろん、 

育児についてや育休中のママの現状、入園準備についてなど 

忙しいママたちを支えるお話会が開ける資格が取得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日程】 

1 回目：2 月7 日(木）21 時30 分～23 時 

2 回目：2 月14 日（木）21 時30 分～23 時 

3 回目：3 月7 日（木）21 時30 分～23 時 

追加講義（※対象者のみ）：3 月14 日（木）10 時～11 時

30 分 
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ご不明点、詳細のご希望などありましたらこちらへお問合せください♪ 

 

 

沢山の赤ちゃんとママのためにお役に立ちたい！ 

認定講師・お話アドバイザーとしてもっとスキルアップしたい！ 

という方とご一緒できることを楽しみにしております♪ 

 

この他にも、出版イベントや学校での講義などで全国を飛び回る代表菅野と共に 

地方の認定講師がお茶会やお話会などを企画・開催したりと、認定講師としての活動は自由に企画してい

ただくことができます♪ 

 

マイプロジェクトのように、 

認定講師として「自分の街でもこんな活動がしてみたい！」 

というご要望などございましたらぜひご相談くださいね♪ 

最新ワクワクワークニュース、次回もお楽しみに♪ 

 

 

 

 

 

４．はじめの一歩コラム（代表 菅野のな） 

 

 

認定講師のみなさまには、食を伝えたい理由を課題で書いていただいたことがあると思います。 

なぜ「食」を伝えたいのか、どうして講師になろうと思ったのか。 

 

誰もが何か理由があって、受講となったはず。 

 

そこに近づくためにまずは一歩。 

今年の活動のはじめの一歩を踏み出しましょう！ 

http://wakuwakuwork.jp/?page_id=17
https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12417951396.html
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「一歩」が大きな壁に見えることもあるかもしれない。 

でもどの壁も越えられない壁はなくて、 

 

むしろ越えられる壁が目の前にあることは幸せなことかも。 

 

一歩を踏み出したことで、 

その先の道が拡がっていた先輩たちもいっぱいいました！ 

 

挫折はOK だけど、先延ばしはよくない。 

やりたいと思ったときにやってしまおう。 

自分にGO できるための何かを待っていても一向に進まないです。 

 

慎重に身構えてしまうあなたは・・・ 

見切り発車でもチャレンジするくらいがちょうどいいかもしれません。 

 

その先の世界は踏ん張ったもの、 

一歩自分を越えてがんばったもの 

 

そういうご褒美として見えてくるもの。 

 

一度くらい挫折してもまた戻ればいい。 

挫折できるくらいがんばれたのは素敵すぎること。 

 

いつでも一緒に活動していけることを待っています！ 
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５．認定講師の薫さんに聞く！ 

『レッスンで困らない！あると便利な７つの小道具』 
 

 

はじめの一歩を踏み出してマイプロジェクトなどの活動に挑戦したとき、 

自宅以外の場所でレッスンをすることもあるかと思います。 

 

そんな時に用意しておくと役立つものは？ 

 

外部での仕事のサポート＆現場経験が多く 

“準備の薫さん”と呼ばれ皆のお手本でもある 

認定講師の鈴木薫さんに 

普段準備している『７つの道具』について教えていただきました！ 

 

------------------------------------------------ 

レッスンで必要となりそうなもの、 

会場にないと困るものや、 

段取りを良くするため以下の７つの小道具は準備します。 

 

・タイマー 

・ハサミ 

・テープ（養生テープの細いもの） 

・マジック 

・ペン 

・小分けのカップやボウル 

・マイ木べら、計量スプーンなど使い慣れたもの 
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使い慣れたものを持っていると、 

初めての場所でも安心できるお守りのようなものですね。 

 

テープは書き込みができるもので、 

開封したものの日付を書いたり、付箋の代わりに付けたりして使っています。 

 

ごはん作りは楽しいということが伝わるような表現や姿勢を心がけています。 

また、失敗しても大丈夫という、安心感を大切にしたいと思っています。 

 

計画表を読み込んで、当日の動きは頭に入れておきます。 

（途中で飛んでしまうことも多々ありますが・・・！） 

 

レッスンが始まったら、生徒さんに目を向けて、 

何を求めているのかを考えながらお話することを心がけます。 

（まだまだ足りない部分が多くてもどかしい思いをすることばかりです。） 

 

とにかく自分がワクワクワークで学ばせていただいた 

料理を含む生きることの楽しさを伝えたいと考えています。 

 

------------------------------------------- 

薫さん、ありがとうございます！ 

 

薫さんが多くの現場経験を経て 

準備されている小道具や心構え。 

 

ぜひ皆さまの活動の際の参考にしてくださいね。 

 

 

 

 



         Copyright (C) wakuwakuwork.jp       pg. 15 / 29 

６．マイプロ＆独立開講体験談 
 

 

認定講師としてすでにマイプロジェクトや独立開講をしている方から 

実際に実行するまでの体験談を伺ってみました♪ 

 

自分の「やりたい！」を形にするマイプロジェクト、 

食の学びを伝える独立開講、 

どちらも思いを形にするまでの悩みや苦労したお話なども交え、 

講師会報ならではのリアルなお声をお届け致します！ 

 

 

認定講師 森晶子さん 

 

 

自宅でおやつの体験レッスン＆お話会を開催されました。 

マイプロ実行時に具体的にどんなことをしたのか、 

また苦労したことなどお話を聞いてみました！ 

 

 

 

 

1 マイプロ・独立開講を実行するときに最初にしたことはなんですか？ 

  私はマイプロを実行しました。 

  まず、ワクワクワークで取得した資格を活かし、 

自分が何をしたいのか、どんな人に何を伝えたいのかを整理しました。 

 

次に、集客や発信に不安があったので 

自分の教室ブログを整え、最終申込の導線を作りました。 
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2 実際に開講するにあたってどんな悩み・どんなことに苦労しましたか？  

申込みがなかったらどうしよう、という不安がありました。  

これまでFacebook やインスタグラム、 

LINE などのSNS を個人的でしか使ってしていなく、 

教室開講をそこでいきなり告知することに抵抗がありました。 

 また、満席にするためには集客に苦労しました。 

自宅なので、器材やオーブンに限りがある中でのレッスンは 

不安でした。  

どのようにレッスンを進行するか、 

事前のレッスン計画を細かい点まで書き出し臨みました。  

 

3 悩みや苦労したことをどのように乗り越えた（解決した）のですか？  

とにかく発信しないと集客できない！と思い、 

教室をやっていること、レッスンを開催することを 

色々なSNS で発信をしました。 

Facebook、自分の教室blog、教室インスタグラム、 

LINE タイムライン、チラシを作成し配布しました。 

  ※子育て広場、ベビーマッサージ教室、フラワー教室 

などに置いていただきました。  

※募集記事は何度も再UP しました。  

 

また、他メンバーの方がマイプロで活躍されている姿を見ることが  

私も頑張りたい！と励みになっていました。 
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  4 マイプロ・独立開講をやってみた感想やそこから感じたことを教えてください。 

  一番伝えたい『卵乳製品を使用しないおやつがとっても簡単で、 

シンプルだけど美味しい』ことを、  

レッスンを通して生徒さんが実感される瞬間に毎回感動します！  

数ある教室から選んで来てくださったこと、  

話を聞いて真剣にメモを取ってくださる姿がとても嬉しく 

開催してよかったと思います。 

おやつだけでなく、滋養ごはんや発酵についても 

お伝えしたいことがたくさんあるので、  

リピーターの方にも新しい発見があるよう、 

年間計画として月のレッスン内容を整えていきたいと考えられるようになりました。  

 

5 これからマイプロ・独立開講を考えている方へメッセージをお願いします！ 

マイプロを考えている方へ。  

マイプロはFacebook グループページもあり、 

困ったことは何でも相談できる環境ですので挑戦しやすいと思います＾  ^ 

また他のメンバーがどんなマイプロをやっているかを学べますよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Copyright (C) wakuwakuwork.jp       pg. 18 / 29 

認定講師 二村千代さん 

 

 

食の学びを活かして、助産院などでも講座を開講中です。 

これから独立開講も控えているそうです♪ 

精力的に活動されている千代さんに 

どんなことを意識しているのか伺ってみました！ 

 

 

1 マイプロ・独立開講を実行するときに最初にしたことはなんですか？ 

 滋養おやつの試食会の内容を書き出して企画書を作成しました。 

 開催場所を探しました。   

 

 2 実際に開講するにあたってどんな悩み・どんなことに苦労しましたか？  

とにかく人が興味を持ってくれるのか、  

集客が出来るのか、が不安でした。  

 

3 悩みや苦労したことをどのように乗り越えた（解決した）のですか？  

Facebook,グループライン等のSNS、チラシを作り、 

思いきって色々な人、サークルに声をかけアピールしました。 

やはり普段の食生活での取り組みを知人に話すなどで、 

何が好きな人なのか、何をしたい人なのかを知ってもらう事は重要と思いました。 

普段の会話から自分を知って貰う事が大切と思います。 

滋養おやつの試食会から独立開講という流れにしたので、 

興味を持ってくれた人が独立開講の集客に繋がったと思います。 
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 4 マイプロ・独立開講をやってみた感想やそこから感じたことを教えてください。 

話す事の苦手意識が強いので、話す内容の準備をするのを大切にしました。 

自分の出来る無理ない範囲、人数から始めて話す自信がついてきました。  

話す内容ももっと深く、分かりやすく伝たえたいと改めて思い、 

日々の勉強が必要だと思います。  

マイプロMTG で試食会の先に繋がる講座があると良いとアドバイスを 

頂き、独立開講を決めました。 

 5 これからマイプロ・独立開講を考えている方へメッセージをお願いします！  

やってみて足りない所や思っていたより出来た所の具体的な発見もあり、 

マイプロはやってみるとスキルアップに繋がると思います。 

一回で終わらずに次々続ける方が、企画力が付いてくるので良いと思います。 

 

 自分の企画が具体的になっていなくても他のマイプロメンバーの 

内容を知るととても参考になります。 

食について知りたい人の為にも多くの機会を作ってほしいと思います。 

 

いかがでしたか？ 

発信について抵抗があったことや、 

自宅開催ならではの悩みなど 

貴重な体験談を伺うことができました！ 

「これからマイプロジェクトを企画・実行していきたい！」 

という皆さまのご参考にしていただけると嬉しいです♪ 

 

 

今回ご紹介したお二人のマイプロジェクトの様子はブログ記事でもご紹介しています♪ 
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こちらもぜひご覧ください。 

広がる滋養おやつの輪♪～認定講師の自主企画が続々と開催されています！ 

 

引き続き、認定講師会報では認定講師の皆さまへインタビューを行っていく予定ですので 

次回もぜひお楽しみに♪ 

 

 

 

 

 

７．統括マネージャー三浦よりメッセージ 

 

 

こんにちは。 

認定講師＆統括マネージャーの三浦です。 

 

私が「ここが好き！」という直感だけで 

ワクワクワークの”お手伝い募集”に応募したのは今から

約５年前のこと。 

 

当時の私は 

調理の仕事の経験もない、パソコンはできない、ブログも書いたことがない・・・・ 

「ない」のオンパレードでした。 

 

あったのはワクワクワークのブログに綴られていた内容への共感の気持ちと、 

今しかない！と思って連絡した勇気だけ。 

 

そんな最初の一歩から現在までを振り返ると、 

ワクワクワークの拡がりと一緒に活動してくださっている方々のパワーが 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12427555250.html
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年々大きくなっているのを感じます。 

 

ないものだらけで始めた私ですが、挑戦する楽しさと 

小さなことの積み重ねの大切さをワクワクワークで学びました。 

 

もし皆さまも、ワクワクワークで何かやってみたい、 

新しい挑戦をしてみたい、という気持ちがあれば、 

「できないかも、私にはまだまだ・・・」という気持ちを飛び越えて 

ぜひ積極的に手を、声を、あげていただけたら嬉しいです。 

私もこの春に小学生になる息子と 

２歳の娘のペースにつられて毎日ドタバタですが！笑、 

子どもが小さくても、お仕事をされていても、 

全国どこにいても！一緒に作っていけるものがあると思っています。 

 

これからも引き続きよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

８．『第 2回マイプロジェクト何でも相談会』を開催します！ 

 

 

『マイプロジェクト何でも相談会』は 

・マイプロジェクトって何？どんなことをしているの？という方 

・企画案がぼんやりあるので相談したい！という方 

・マイプロジェクトを進めるためのアドバイスが欲しい方 

 

どんな方でも参加OK です。 
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マイプロジェクトについての説明をしながら 

参加者の方の質問やお悩みに 

マイプロジェクト担当の本間、菊地、三浦と 

マイプロジェクト実行済の先輩認定講師がお答えしていきます。 

 

先日第１回目の終了後には 

「マイプロジェクトがすごいものに思えていたけど、私にもできそうだと思いました！」 

「企画書を書いてみたいです！」 

「実際の活動のお話が聞けてよかったです。」 

というご感想をいただきました。 

 

 

次回は2 月28 日（木）10 時～11 時30 分を予定しています。 

※オンライン開催です。 

※参加者の人数によって終了時刻が前後する可能性があります。 

※途中からの参加、途中退室もOK です。 

 

 

参加ご希望の方は事務局（info@wakuwakuwork.jp）へ 

「第2 回マイプロジェクト何でも相談会参加希望」と記入の上ご連絡くださいね。 

 

最初の一歩、次の一歩を一緒に進めてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wakuwakuwork.jp


         Copyright (C) wakuwakuwork.jp       pg. 23 / 29 

９．認定講師紹介 Vol.1 
 

 

ワクワクワークの認定講師は経歴もライフスタイルも実に様々です。 

それぞれが自分らしさを活かしつつ、 

認定講師として経験を積み重ねて、いきいきと活躍しています♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定講師 本間 緑】 卵乳製品なしおやつコース・食のお話アドバイザー 

  

自分のやりたいことを見つけ、さらにその先へ･･･！ 

認定講師と食のお話アドバイザーの両資格を活かして活動してい

ます♪ 

 

 

→自分らしく人と繋がれる活動がしたかった！～認定講師 本間

インタビュー 

 

 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12400716576.html
https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12400716576.html
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【認定講師 森 晶子】卵乳製品なしおやつコース、滋養ごはんコース、食のお話アドバイザー 

 

講師養成講座受講のチャンスを逃したくない！と 

働き方を変える決断！ 

これからも学びを発信してワクワクワークを広めていきたいです♪

とマイプロ実行中♪ 

 

→「家族も自分も元気になる働き方がしたい！」がきっかけです。 

 

 

【認定講師 井上 理恵】卵乳製品なしおやつコース、 

滋養ごはんコース、親子クラス 

 

講師養成講座を受講して「自分に出来ること」をひとつひとつ見つけてい

きました。 

食の大切さ・食の楽しさをもっと広めたい！と学びを伝えています♪ 

 

→自分に自信がつき、日常の生活をより丁寧に過ごすように！ 

 

【認定講師 鈴木 薫】滋養ごはんコース・卵乳製品なしおやつコース・親子クラス 

 

子どもたちの「できたよ！」の笑顔が見たい♪と 

台所力の講座を企画！講座に向けたていねいな準備は皆のお手本 

です。 

 

→資格も何もないけれど大切にしてきた食事のことを伝えたい！ 

 

 

https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12400771554.html
https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12400258500.html
https://ameblo.jp/wakuwakuwork-nona/entry-12399817108.html
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１０．副代表 松波よりメッセージ 

 

 

認定講師のみなさま 

 

こんにちは。 

副代表の松波です。 

 

みなさまが、 

 

それぞれ生き生きとわたしらしく、 

個性的に、 

無理なく自分を活かせることを願っています。 

 

群れることが好きでない、みなさま方に、一度はぜひ読んでいただきたい本があります。 

すでに読んでいらっしゃる方が大半かとは思いますし、 

今更ですが、古い本です。 

この本に対して賛否両論ありますが、まずは読んでみて。 

課題図書ではなく、おすすめ図書です。 

ふと立ち止まりたいとき、泣きたいときに、おすすめします。 

 

仕事と家庭と育児の両立に疲れてしまった時、 

この本を繰り返し繰り返し読むことで、 

私もここまで年を重ねてこられました。 

この本は読んだ時の年齢によって感じ方が変わってきます。 

 

・お二人の訳は、それぞれ違います。まずは吉田健一さんの訳を読んでみてください。 

・アンは日本語の「さよなら」が「そうであるなら」という意味だと知り、 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51p0ttY2PeL._SX354_BO1,204,203,200_.jpg
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「これほど美しい別れの言葉を私は知らない」と他の本に書かれています。 

 

以下、好きな文のいくつかです。 

・ほら貝の簡素な美しさは私に、問題を解決するための第一歩は、自分の生活を簡易にし、 

不必要なものを捨て、気を散らすことのいくつかを切り捨てることなのだということを教えてくれる。  

つめた貝は私たちに孤独を教える。 

・私は何よりも先に、私自身と調和した状態でいたい、”恩寵とともに”ある状態で 

生きて行きたいのである。 

・我々が一人でいる時というのは、我々の一生のうちで極めて重要な役割を果たすものなのである。 

・女は自分で大人にならなければならない。 

・回転している車の軸が不動であるのと同様に、 精神と肉体の活動のうちに不動である魂の静寂。 

・私たち人間は皆、孤独な島であって、それらが同じ海の中にある。 

・恒久的な関係などというものはなくて、またあってはならない。 

およそ生きた関係は変化し、拡張しつつあって、常に新しい形を取っていかなければならない。 

 

海からの贈り物 

アン・モロウ・リンドバーグ著 吉田健一訳、落合恵子訳 

女はいつも自分をこぼしている。そして、子ども、男、また社会を養うために与え続けるのが女の役

目であるならば、女はどうすれば満たされるのだろうか。い心地よさそうに掌に納まり、美しい螺旋

を描く、この小さなつめた貝が答えてくれる――。有名飛行家の妻として、そして自らも女性飛行家

の草分けとして活躍した著者が、離島に滞在し、女の幸せについて考える。現代女性必読の書。 

 

与えるのが女の役割であるというのなら、その泉が涸れてしまわないよう、女もまた満たされなけれ

ばならない。50 年代に書かれたものでありながら、少しも古びない著者の具体的な暮らしの姿勢と

哲学を新訳でお届けする。 
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１１．くずもち×世界一のすじこになろう！ 
 

わたしたちは「くずもち」でありたいということを 

去年から掲げ始めていて、教室や講師養成講座の中でもお話してきました。 

 

くずもちとは・・・・ 

 

・何かほっとするもの 

・ていねいに作ることが大切 

・本くず粉を使うなど材料へのこだわり 

・甘いものを否定しない 

・実は黒蜜も手作り 

・やわらかく包み込むイメージ 

・角がない、ぷるんぷるん 

・日本のもの、昔からあるもの 

・透明感やきな粉の色 

・形も自由自在  

 

そして作る気持ちは武士！！つまり武士がつくるくずもち！ 

想像して下さい！武士が作る「くずもち」ですよ！！（笑） 

 

真面目な取り組みをしていると端からはしまで真面目と思われがちだけど、 

ワクワクワークではユーモアも大事にしたいなって思っていますし、 

 

私たちの原動力としてユーモアは欠かせない。 

どんなことも楽しんで一歩一歩進みたいですね♪ 
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そしてもうひとつ。世界一のすじこになろう！というのも掲げています。 

 

世界一の「すじこ」とは・・・・ 

 

・ひとりひとりが天才 

・天才＝持って生まれた唯一無二の才能 

・素材そのもの 

・ひとりひとりの天才を生かして 

 全体で大きな美味しいものになっている 

・ひとりでは成し遂げられないことが可能 

・ひとつひとつが核のような存在 

・角がない、包み込める旨さ 

・海のもの、昔からあるもの 

・情熱的な色 

・なまもの 

・ちょっとしつこい原始的で強い味！ 

 

武士の作ったくずもち  ×   世界一のすじこ  ＝ ∞ 

 

ふたつを掛け合わせたら、何でもできる。 

 

世にも素敵な組織の大切な肝。 

 

私たちは・・・育児も仕事もごはんづくりも楽しんでいこう！ 

時間を有効につかう中で、食へ力強く貢献していく。 

 

できることを時代に合った形で、面白くたのしい形で、役に立つ形で。 
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地道でコツコツ、まっすぐに。ジョインしてくれたご縁に感謝して。 

武士の作るくずもち × 世界一のすじこ＝∞！！ 

 

次の会報を書く半年後どこにたどり着いているか私自身も楽しみです。 

今の私たちだから辿り着けるところに一緒に行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクワクワーク代表 菅野のな   ２０１９．１．３１ 


