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１．代表 菅野のなよりメッセージ 
 

「思いは 100 年先に。今できる⼀歩を」という気持ちで、活動し続けること。 

 

認定講師活動会報をご覧いただきありがとうございます。 

ワクワクワーク代表の菅野のなです。 

 

認定講師の育成も 5 年目。 

本当にたくさんの方にご受講いただき、ご受講いただいただけでなく、 

実際に⾷の⼤切さを伝えていく活動をしてくださっています。 

 

これだけたくさんの「真剣」と「本気」、加えて「やさしさ」が集まっていて 

全体に心地よい前向きな空気となっていると感じます。 

 

この空気の醸造も、⻑く⽀えてくれている認定講師のみなのおかげでもあります。 

 

私たちの⾷プロジェクトも多数生まれていて、 

 

どのプロジェクトもどんな未来を残したいか、 

そのための⼀歩を表現しています。 

 

⼩さな料理教室だけど、⼩さな料理教室だからできることはまだまだいっぱいある︕ 
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消えかかった⼤切な⾷の源流は全て守る。 

 

時代が流れても変わらないものを守り、 

今に合ったやり方が必要なら整える。 

 

そんな役割をみなで果たしていきましょう。 

私もありったけ注いでいきたいと思います。 

 

皆さまも⼀緒にここから進めて参りましょう。 

 

代表の菅野のなでした。 

 

 

 

 



          Copyright (C) wakuwakuwork.jp         pg. 5 / 34 

２．ワクワクワークってこんなところ 

 
ここからは、各エリアの近況や活動内容のご紹介をしていきます♪ 

 

①教室運営 

７月より武蔵小杉本校が一部再開。 

検温器の設置など、コロナ感染対策も万全にして動き出しました。 

また、５⽉から始まったオンライン料理教室も盛り上がりを⾒せていています︕ 

 

②経営戦略 

ワクワクワーク全体の方向性を決めたり、今後の活動の目標を⽴てたりしています。 

のなさん曰く、「経営戦略部では、しっかりと先々を⾒据えて、時に⾟辣にドライに判断し、 

真剣にストイック且つスピード感を持って進んでいます︕ 

でももちろん楽しくは忘れずに活動していますよ♪」 
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とのこと。「あと半年ぐらいでもっといいところへ⾏けそう︕」というお話もあり、 

これからのワクワクワークがどんな方向に進んでいくのかますます楽しみですね♪ 

 

③発信本部 

ワクワクワーク全体の情報発信をしているところです。 

読む方に分かりやすく、ワクワクワークの雰囲気やレッスンでの空気感を感じていただくことを意識し、

ホームページやブログ記事、Instagram や Facebook などを更新中︕ 

中心となって活動している認定講師のたっちーこと橘木さゆりさんに、 

普段の仕事内容について聞いてみました♪ 

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

皆さまにワクワクワークの取り組みや、たのしい講座を知っていただきたい、 

その時の感動や、たのしかった時間を感じてほしいと思い、 

できるだけタイムリーな発信を心掛けています。  

いいねや、シェア、お申込みなど、反応があるのはとてもうれしく、励みになります︕ 

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

たっちーさん、ありがとうございます︕︕ 

現在、同時進⾏で動いているイベントや講座、プロジェクトが多く、発信量も実は膨⼤・・︕ 

最近では公式サイト編集部が発足しています。 

 

④食プロジェクト 

「おにぎりキャラバンオンライン」（こちら別途特集記事あります♪）をはじめ、 

現在、さまざまな⾷プロジェクトが進⾏しています。 

昨年の「よっといでマルシェ」をはじまりとして、 
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その後の「⾷品ロスプロジェクト」や現在進⾏中の「たねのこプロジェクト」も 

認定講師の熱意がきっかけや原動⼒となり形になっています。 

 

７⽉に開催された「ごはんみそ汁シンポジウム」からも、また新しいプロジェクトが誕生しましたよ♪ 

 

⑤外部コラボレーション 

神奈川県 SDGs への登録をきっかけにご依頼も増えてきています。 

担当されているマネージャーまきこさんによると、 

「⼤企業の方とお話できる機会が増えたり、⾷の話ができたり、 

さらに⼀緒におにぎりを握ることができたりすることに感動します︕ 

小さな団体がとても大事にされるようになってきたという感覚があります。」とのこと。 

現在、未発表ですが進⾏している企画がいろいろあるとのことで、今後が楽しみです♪ 

 

⑥認定講師 

認定講師の数も増え、各地でのマイプロジェクトの開催が盛んになっています。 

オンラインを取り入れたり、個々のスキルや資格も活かしながら活動したり、 

それぞれが個性豊かな活動をされている様子が、SNS を通じても伝わってきます。 

 

７⽉には、初の試みとして、のなさんと認定講師のコラボ対談イベントを開催︕ 

初回ゲストの高野花さんに、のなさんとの対談のことや、 

仕事をしながら認定講師を目指された理由などのお話を聞いてみました♪ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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のなさんと対談をしてみていかがでしたか︖ 

―のなさんと、そしてワクワクワークの皆さんとの出会いの素晴らしさを実感できました。 

⾷や命、子育てや助産師看護師の仕事に対する、自分の志を改めて考えて言語化するいい機会でした。 

 

お仕事しながらワクワクの認定講師になった理由、またよかったと思うことはありますか︖ 

―看護師、助産師の仕事をする上でも、ワクワクワークの認定講師として得られる食の知識や姿勢、 

毎⽇のごはん作りや講師としての学びが、とても役⽴つと思ったからです。 

私の天命は、「愛と命を育む⼈が、⾃分の中のしあわせの種を⼤切に芽吹き、 

愛おしむための手伝いをすること」だと思っています。 

その天命を全うするためにも、私にとってワクワクワークが必要だと感じています。 

「食」を根本から⾒つめるワクワクワークの姿勢は、すべての⼈を励ます、素晴らしいものだと感じてい

ます。 

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

花さん、ありがとうございます︕ 

のなさんとの対談イベントは、特別な資格などがなくても、 

食に対する熱意のある認定講師であれば、どなたでも開催出来ます︕ 

マイプロや独⽴開講だけでない認定講師の活動を視野に入れてみるのもいいですね。 

 

これからもマイペースに楽しく講師活動をしていきましょう︕︕ 

認定講師の学びの場となる新たな企画、「食育ラボ」もまもなく始まります。 

皆さまお楽しみに︕︕ 

 

認定講師の発案や⾏動がワクワクワークの原動⼒。 
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興味や関⼼あることを、おもしろかったな〜、感動したな〜で終わりにしてはもったいない︕ 

⾃分の発案から新しい企画やプロジェクトが生まれるかも︕︖ 

「こんなことやりたい」の声をどんどん上げて形にしていきましょう♪ 

 

以上、ワクワクワーク各エリア紹介でした︕ 

 

 

３．半年の振り返り 
 

ワクワクワークでもいろいろな出来事があったこの半年。 

その中でも印象的だった 5 つのニュースを振り返ります♪ 

 

①オンライン講座続々開講︕ 

3 ⽉９日のおにぎりキャラバンオンラインを⽪切りに、 

現在までに延べ 60 以上の講座をオンラインで開催︕ 

全国各地、いろいろな年代のたくさんの皆さまにご参加いただき、ありがとうございます︕ 

 

②たねのこプロジェクト 

「たねを保存する取り組みを通して未来を守る。」 

「たねのこと、農と⾷のことを学び、伝えたいことを伝える」を目的に 

横浜市の無化学肥料無農薬を実践しているえんちゃん農場と協⼒して、 

固定種在来種の野菜を育て、種を採るプロジェクト。 

昨年 11 ⽉、プロジェクト初日に種をまいたそらまめ、スナップえんどうも、 
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6 ⽉にはすっかり⼤きくなり、種を採る段階に。 

    

 

畑で初の野外おにぎりキャラバンを開催したり、講座の中で畑からオンライン中継を⾏ったり、 

6 ⽉には念願だった⼤⾖を撒くことができ、現在は近くの田んぼの作業もお手伝い中♪ 

たねのこプロジェクトは皆さまのご協⼒のもと、元気に活動しています︕ 

     

 

③「ごはんとみそ汁シンポジウム 2020」 

制限のある生活の中で、ちょっとだけたのしいきっかけを、とはじまった、 

「いっしょにつくろう︕いっしょに⾷べよう︕ごはんとみそ汁バトン」。 

素敵な投稿をたくさんいただき、4,000 投稿突破記念として、 

⼀緒につくろう︕⾷の未来を守るプロジェクト 

「ごはんとみそ汁シンポジウム 2020」が開催されました。 
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3 週連続合計 3 回のミーティングを通して、たねのこプロジェクトの進化版 

新プロジェクト「たねのこ X」が誕⽣︕︕ 

シンポジウムの運営にあたり、「仲間をつくるデジタルサービス」富士通研究所 Buddyup!チームの皆さ

まに多⼤なご協⼒とサポートをいただきました。 

 

またゲストとして 

熱い話で皆の心を動かしてくださる、⾃然派茶道教室星窓の目⿊公久さん、 

埼⽟と⼭梨の 2 拠点で無農薬・無肥料、⾃然栽培で野菜を育てている、えがおファーム 清岡賢さん、 

⼤⾖卸売業として、日々生産者さんや加工業者さんと向き合っている、永和産業株式会社  

田中恵⼀郎さんにもお越しいただきました。 

Buddyup!チームの皆さま、ゲストの皆さま、ご参加の皆さま、本当にありがとうございます︕ 

「思いは 100 年先に。今できる一歩を」という気持ちとともに、新プロジェクト、始動します︕︕ 
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④豊かな自然をお届け。「清川村便り」始まりました♪ 

今年から神奈川県のほぼ中央にある清川村の古⺠家カフェ「よってけさん」と 

⾥⼭プロジェクトが開始︕ 

 
 

「よってけさん」岩澤さんのご協⼒のもと、清川村の豊かな⾃然を Facebook ページと 

公式ブログで「清川村便り」としてお届け。豊かなの自然の風景は大好評です︕ 

これから清川村で新たな企画が生まれるかも︕︖皆さまお楽しみに♪ 

 

⑤認定講師のマイプロジェクト、リアルでもオンラインでも活動の場が拡大中︕ 

今年もマイプロジェクト（⾃主企画）の開催報告が盛んになっています。 

リアルレッスンが難しくなってからは、オンラインで開催するなど、 

皆さま、いろいろ工夫しながら、⾷のライフワークをたのしんでいらっしゃいますよ♪ 

その活動の⼀部をご紹介します。 
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認定講師関⻄チームで「食のお話会＆滋養おやつピクニック」を開催︕ 

 

 

 

 

 

 

（写真前列、認定講師、松川園子さん、久保恵梨さん、⼩林歌苗さん）   

とにかくたくさんの種類の滋養おやつを⾷べていただきたい︕と 3 ⼈で 8 種類ものおやつを⽤意︕ 

滋養おやつを⽤意したことで、お話も盛り上がり、試⾷も好評だったそうですよ♪ 

 

1 月に初めてマイプロを開催した鎌田あすかさん。 

リアルやオンラインでおやつレッスンを定期的に開催中♪ 

初めてのオンラインレッスンでは、事前に、ご家族にデモレッスンを⾏い、 

手元の⾒え方や話すスピードなど工夫し、 

参加者の皆さまにたのしんでいただける準備をされたそうです︕ 

 

    



          Copyright (C) wakuwakuwork.jp         pg. 14 / 34 

大阪で活動している松川園⼦さんは自宅でのおやつ教室や、 

所属しているコミュニティでのオンラインレッスンを開催するなど 

少⼈数から、30 ⼈を超える大⼈数まで、開催を重ねるごとに、活躍の場を広げていらっしゃいます︕ 

 

ワクワクワークのますます元気に広がっていく活動を振り返り、皆さまが、それぞれの場所で 

それぞれの思いをもとに、活躍している姿が嬉しいです︕ 

可能性は無限⼤︕これからも⼀緒に⾷を伝えていきましょう♪ 

 

 

４．おにぎりキャラバン２０２０ 

 

おにぎりキャラバンオンライン盛り上がっています︕ 

「毎⽇のごはんは宝物」をテーマに、もっと多くの方に毎日のごはんを⼤切にしていただくべく 

企画を進めていたおにキャラことおにぎりキャラバン。 

おにぎりとみそ汁、地域ごとの郷⼟料理を作りながら全国を回る予定でしたが、 

3 ⽉の臨時休校を受け「おにぎりキャラバンオンライン」として開催をスタート。 

これまでに全 25 回開催、参加⼈数は 454 組、803 名（7 月 12 ⽇集計）と多くの方に参加いただい

ています。 
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この活動は、新型コロナウィルス感染症を乗り越えていくＳＤＧｓアクションとして神奈川県の特設ペ

ージに紹介されており「神奈川新聞」、「川崎経済新聞」、「Yahoo!ニュース」をはじめとする、テレ

ビ、ラジオ、新聞などさまざまなメディアにも取り上げられました。 

 
 

オンラインでおにぎりを握る︖ 

関東だけでなく、北海道・新潟・⼤阪・京都・五島列島や⿅児島など、全国から、 

そして 1 歳からおばあちゃんまで多世代の方にご参加いただいています。 

 

クイズタイムがあったり、好きなおにぎりの具やおにぎりの思い出の話をしたり 

離れているのに、まるで⼀緒にいるような、ちょっと不思議でとても楽しい時間です♪ 

クイズやお話をたのしんだ後は、おにぎりレクチャーを受け、おにぎりタイム︕ 

⼦どもたちが小さな手で一⽣懸命握ってくれる姿は、本当にかわいく、元気をもらえます♪ 
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一緒にいなくてもみんなで作ったことになる。一緒に食べるとおいしい︕ 

遠く離れていても同じ時間を過ごせる。オンラインの魅⼒をぜひ味わってみてください。 

 

おにキャラソング＆おにキャラダンス完成︕ 

おにぎりキャラバンをもっと楽しむためにどうしたらいいか︖という中で出てきた、 

「歌があったら楽しいよね︕」の案から 

認定講師のあじちゃんこと水野梓さんのお兄さん、⻄村嘉洋さんが作ってくださったのが「おにぎりキ

ャラバンソング」︕ 

できあがった音源に、のなさんと娘さんが歌詞をつけ、たくさんの認定講師キッズの歌と楽器、 

そしてシャウト︕清川村の「古⺠家カフェよってけさん」から、ウクレレの高校生の中野くん。 

まな板は、松井シェフ、ギターに、ざるとすりこぎの演奏︕と、音楽を愛する素敵なおとなの協⼒もた

くさんいただきました。 

台所にあるものがいっぱい出てくる、ワクワクらしい曲が完成しました。 

 

このおにキャラソングの完成後、秘かに進められていたのが 

おにぎりキャラバンダンス（略しておにキャラダンス）。 

認定講師でありマネージャーのまきこさんが振付けを担当、 
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⽴候補してくれた認定講師と⼦どもたちでおにぎりダンス隊を結成し自宅で猛練習︕︕ 

そして完成したのが「おにキャラダンス動画」です。 

歌とダンスが完成してますます盛り上がりをみせる「おにぎりキャラバンオンライン」。 

この歌とダンスはおにぎりキャラバンダンスデイや、おにぎりタイムの BGM として楽しまれていま

す。リアルでみんなで歌って踊れる⽇が楽しみですね♪ 

 

おにぎりからの広がり 

もっとおにぎりを楽しもう︕ということではじまった、「おにぎりキャラバンフォトコンテスト」︕

100 を超える投稿から入賞作品を決定︕ 

インスタグラムで、「#おにぎりキャラバンフォトコン」で検索していただくと 

素敵な写真がたくさん投稿されていますので、ぜひご覧ください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

これからのおにぎりキャラバン…︕ 

これからもたくさんの方におにぎりを通じて「毎日のごはんは宝物」という 

おにぎりキャラバンのコンセプトを伝えるべく開催していきます。 

私⽴高校での夏の特別授業での実施、新たな取材のご依頼もいただき、 

ここからさらにみなで広げていけること、楽しみですね。 
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５．オンライン料理教室の盛り上がり♪ 

 

2020 年前半はオンラインでいろいろなレッスンを開催しました。 

ミーティングを重ね、オンラインだからこそ楽しめる、 

私たちだから届けられるできる講座を作ろう、と計画が進んだのが 3 ⽉のこと。 

 

 

オンライン料理教室を開催するにあたって目指すものも変化し続け、今はこのようになっています。 

◆ワクワクワークのオンライン料理教室＆講座が目指す３つのこと(ver1.2) 

  ・ひとりひとりにとって温かく、無理なく参加できるレッスン 

  ・技術的なところも懇切丁寧に︕伝え届けること 

  ・オンラインならではのたのしさと温かさが届くレッスン 

 

ここでは、オンラインで開催されたレッスンをご紹介します︕ 
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オンライン 16 時からクッキング！夕ごはんを一緒に作ろう。 

作ったものはそのまま⼣ごはんに︕ 

炊き込みごはんや野菜たっぷりビビンバ丼などを作りました。 

  

 

発酵＆保存食を仕込もう！オンライン 

⾃家製ツナや福神漬け、水キムチを作りました。 

手作りのおいしさ、シンプルな材料で簡単にできることに驚きの声も多数︕ 
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おにぎりキャラバン～もっとクッキング編 

 

おにぎりの具材をつくり、握り方のコツをていねいにしっかりレクチャー♪ 

普段のおにぎりキャラバンでは伝えきれない内容がたっぷりつまったクラスです︕ 

 

卵乳製品を使用しない滋養おやつオンライン 

北海道、愛知、京都、広島など全国からご参加いただき、⽉ 1 回 3 ヵ⽉のコースを開催。 

「レシピは宝物です︕」という嬉しい感想もいただきました。 
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いっしょにつくろう！親子おやつ教室オンライン 

お子さまが⼀生懸命おやつを作る姿がとにかく可愛い︕ 

家にある道具を使い、手順も確認してもらえるので安心︕とリピーターの方も多数♪ 

 

 

ワクワク面白オンライン 

ゲストの方をお招きしてのお話会、コラージュ制作など 

⾷のジャンルを超えていろいろなイベントを開催しました︕ 
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愛足るベジタブルさんの梅でシロップ作り～季節のお仕事 

和歌⼭の⼤⼈気オーガニック農家さん「愛足るベジタブル」の gamo さんから 

直送の無農薬の梅と野菜のセット届くスペシャルレッスン。同じ材料を使って作る楽しみ倍増♪ 

 

 

 

 

 

 

 

この他、太陽の⼒を取り入れる︕⼲し野菜講座オンライン、⾷の在り方講座〜風⼟編 

郷⼟料理＆伝統⾷オンライン、オンライン夏休みイベントなどなどたくさんのレッスンを実施。 

 

オンラインのレッスンは、移動時間や場所の制約が少ないため、全国からご参加いただけたのも嬉しいこ

とでした︕「ワクワクワークが気になっていたけれど、遠くて通えなかった」という方々や 

お子さまと⼀緒に参加された方もたくさん︕ 

 

短縮授業や分散登校でお子さんの通園・通学時間が様々でもありましたが、 

限られた時間を活⽤できるオンライン料理教室の良さを実感しました。 

 

おうち時間が⻑くなると、つい⼈と話す時間が少なくなったり、 

家事や子育てに追われたりしがち。そんな時にワクワクワークに参加することでごはん作りや⾷につい

て話すことが息抜きや楽しいひとときになっていたら嬉しいです。 
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６．創業祭だよ全員集合！認定講師 MTG 創業スペシャル開催♪ 

 

ワクワクワークは 6 ⽉ 30 日に満 13 年を迎えました。 

これをお祝いしたいと創業祭企画チームを認定講師で結成︕ 

全国にいる認定講師と受講生の皆が集まれるよう、オンラインで開催、お祝いしました。 

距離を超えて集まった顔ぶれを⾒ただけでも感動がありました︕ 

 

懐かしい写真を⾒て、創業者の松波苗美（なえみさん）と 

代表の菅野のな（のなさん）にインタビューに答えていただきながら 

これまでの歴史を振り返る時間では、目頭が熱くなる⼈も。 

創業当時から思いは変わらず、 

「毎日のごはんから私のしあわせを⾒つけること。」という理念を胸に、 

認定講師第 1 期生から、受講生、スタッフも、これからの思いを発表し合いました。 

発表している⼈に向けて、チャットで感謝の⾔葉やエールが送られ、心温まる時間に︕ 

14 年目をスタートしたワクワクワーク、これからも、楽しいレッスンや活動をお届けします︕ 
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※写真は、みんなで⼤きなおにぎりポーズです♪ 

 

 

７．オンライン奮闘記♪ 

 

 

休校を受けてスタートしたオンラインでの料理教室やおにぎりキャラバン。 

本校講師にとっても調理付きのレッスンをオンラインで開催するのは初めての試みのため、 

「画⾯上でも分かりやすいレクチャーの方法は︖」 

「講師同士のやりとりはどうする︖」 

「オンラインでも温かい空気を届けるには︖」など、オンラインならではの疑問も。 

 

そこで、皆で楽しいオンラインレッスンを届けていくために 

スキルアップ研修を開催︕ 

 

このボタンをクリックしたらどうなるの︖ 
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画⾯共有ってどうするの︖ 

という基本的なところから 

 

オンラインレッスンの準備や進め方、 

調理デモの手元の⾒せ方 

たのしく参加していただくための工夫など、 

実践を交えながら⼀緒に学びを深めていきました。 

 

 

「怖くて押せない・・」とボタンを押すのをためらっていた方も 

こんな風に写真撮影ができるように︕ 
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すでにオンラインレッスンを担当している認定講師からのアドバイスや 

オンラインならではの頑張りの話もあり、 

それぞれがよりよい講座にするために努⼒している裏側を共有できました。 

 

1 ⼈では「何が分からないか分からない・・・︕」となることも 

皆で学びを深める場があったり 

チームで補い合ったり、よりよく改良していったりできるのが 

私たちらしさなのかもしれません♪ 

できないことも研修で磨けば何でもできる︕ 

 

オンライン講座にまだ参加したことがない方はぜひ⼀度参加してみてくださいね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Copyright (C) wakuwakuwork.jp         pg. 27 / 34 

８．私たちのホームページがリニューアルされました♪ 

 

http://wakuwakuwork.jp/ 

さらっと書きましたが、このリニューアル、 

すごく時間をかけてじっくり作りました・・・︕ 

 

いや⼤事にしてきているものを形にするには、ちゃちゃっとはできなくて、 

結果時間がかかってしまったと⾔えるかな・・︕ 

 

私たちは何を⼤切にしていて、 

何を伝えたくて、何のためにずっとやっているのか。 

 

それをデザインで伝えていくには︖ 

 

デザイナーのてりちゃんと教室のマネージャーおさやかと 

しっかり向き合って、仕上げました。 
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この⼤がかりな改変・・いつ公開することができるのか︕という気持ちで、 

⻑い期間取り組んできたことが形になりました。 

 

トップページの他にも、 

・ワクワクワークについて 

http://wakuwakuwork.jp/?page̲id=14240 

 

・法⼈団体の皆さまへ 

http://wakuwakuwork.jp/?page̲id=14206 

 

・講師養成講座について 

http://wakuwakuwork.jp/?page̲id=16050 

 

・活動実績 

https://wakuwakuwork.jp/?page̲id=6356 

 

こちらのページもリニューアルしています。 

ぜひ⾒てやっていただけたら・・・嬉しいです︕ 

 

ページとして仕上げてくれた石井さん、 
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作り上げるにあたって関わってくれた全ての皆さまに感謝して・・・ 

これを祝して乾杯したい気分のこの頃です♪ 

代表菅野のなでした︕ 

 

 

９．創業者 松波苗美が選ぶ、ほっとしたい時にお薦めの本 

 

家事に育児に仕事、そしてやりたいことに、忙しい日々をお過ごしの方も多いと思います。 

ちょっと⼀休みして、ほっとしたい時に読みたいお薦めの本を、 

なえみさんに紹介していただきました。 

 

 

◆なえみさんよりメッセージ 

本を読む理由はいろいろありますが、今回は、本を取り、ぱらぱらと読むうちに、 

元気が出る、ほっとする、気が楽になる、今ぴったりな⾔葉に出会える、 

何か後押ししてもらえる、または⾃分を戒める機会になる、 

そのような本を選びました。 
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ちょっと異質と思われるかもしれませんが、 

「骨盤にきく」「整体かれんだー」は特にお勧めします。 

からだの仕組みを知ることは⾃分をより知ることになります。 

不調の時、からだからもアプローチできるのです。 

 

季節とともに生きている、 

私たちの体への対処法を知ることでからだも気持ちも楽になりましょう︕ 

子どもの集中⼒について、柔らかい⾃⼰像、更年期、⽼化を生かす、 

などなど気になったところを読んでみるとよいと思います。 

 

⻑い⼥の⼈生いっしょに楽しんでいきましょう。 

本は⾃分を豊かにしてくれる強い味方です。⻑い⼈生のお供にぜひね。 

『気持ちよく眠り、集中⼒を⾼める整体入門 骨盤にきく』  

⽚⼭洋次郎 著 

骨盤は正直です。⾃分の身体が本来持っている働き方や癖をきち

んと伝えてくれます。同時に、身体の⾃⼰調整機能に働きかける

要ともなる場所です。「内側からの視点」で身体をみつめ、声を

きくと、ずいぶんと生きやすくなります。 

認識をちょっと変えることによって、心地よく生きていける可能

性が出てくるのです。 

◆ほかのお勧めの本︓「整体から⾒る気と身体」、「整体かれんだー」（旬な身体になる）  
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『自分を変える︕―自分が喜ぶ⽣き⽅を選ぶ』  

アーノルド・ベネット 著 ・渡辺昇一 訳  

あなたの⼀生を決定づける「⼈生を最高に生きる術」。 

ベストセラー『⾃分の時間』の著者がおくる、 

「賢明なる生き方」の世界的名著。 

 

 

『禅の作法に学ぶ 美しい働き⽅とゆたかな⼈⽣』  

枡野俊明 著  

真の「ゆたかさ」とは、得ることの喜びよりも、失ったことの 

苦しみに⽴ち向かう勇気に存在する。 

禅の作法や習慣を仕事や生活に取り入れ、 

余計なものを捨て去り、⾃分らしく働くための考え方を説く。 

不安や悩みから解放され、 

                              心地よく生きるための 85 のコツを収録。 

◆ほかのお勧めの本︓ 「片づける禅の作法」「美しい⼈を作る「所作」の基本」など
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『きのう、きょう、あした。』 

つばた英⼦・つばたしゅういち 著 

89 歳、はじめての⼀⼈暮らし。 

しゅういちさん没後、何をするにも虚しく感じていた英子さん。 

⾷べることもおろそかになり、キッチンガーデンもなおざりに。 

すっかり時が止まってしまいました。 

本書は、英子さんが本来の前向きな気持ちを取り戻し、 

暮らしのペースを元通りに⽴て直すまでの、 

秋から夏までの 1 年間をおいかけたもの。 

 

『ふたりからひとり~ときをためる暮らし それから~』  

つばた英⼦・つばたしゅういち 著 

70 種の野菜と 50 種の果樹に囲まれたキッチンガーデン。 

⽼いていく身体への負担を工夫した道具たち。 

⼭を削った造成地に丸太⼩屋を建てて木を植え、⼟を耕し、 

⾃分流に手間ひまをかけて、 

ていねいに生きてきたつばた英子さんとしゅうちさん。 

ふたりの積み重ねた歳⽉は、いつしか 65 年のときをためて、 

ひとり暮らしへと踏み出した英子さんをやさしく⾒守ります。 

⽼いたら⽼いたなりに、楽しくなることを考え、実践してきた 

しゅういちさんが 2015 年他界。 

                                造成地に建てた丸太⼩屋、落ち葉を入れて蘇らせた⼟。 

ふたりが積み重ねてきた半世紀の歳⽉は、いまも英子さんが 
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同じように営み続ける。 

⾃分に課し、誰かのために手足を動かす日常とは。 

つばた夫妻の⾃分流に手間ひまを楽しみながら生きる姿に多く

の方が魅了され、また勇気づけられもしています。 

 

 

１０．編集後記 

 
今まで、代表、マネージャーで作っていた、認定講師会報ですが、 

今回より、認定講師のみなで話し合って作ってみました♪ 

 

書きたい記事、読みたい記事を⾃ら書いてみる。みなに知らせる、広げる。 

そんな役割へチャレンジしてくれた皆さまに感謝です。 

 

今までと少し違う会報をお届けできたのではないかと思います。 

最後まで読んでくれたあなた︕次は作り手になりにきてくださいね♪待っています。 

 

代表の菅野のなでした︕ 

 

それぞれの⼀⾏編集後記♡ 

三浦さやか︓新メンバーと作った感慨深い号です︕ 

菊地⿇紀子︓激動の半年を皆でまとめられて感動です♪ 

奥秋美⾹︓号を兼ねるごとにワクワクの歴史が出来上がっていきますね︕ 
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橘木さゆり︓前期の情報がぎゅっと詰まっています︕お楽しみいただけたら嬉しいです︕ 

石崎美佳︓記事作りを通し、⼀⼈ひとり、１日１日の積み重ねを実感しました︕ 

久保恵梨︓⾃分もワクワクしながらの記事作り、とても楽しかったです♪ 

⽵田晶子︓たくさんの笑顔と美味しいごはんと元気な野菜の半年を届けられたら♡ 

坂本佐知子︓皆さんと⼀緒に形にできたこと、嬉しく思います︕ 

 

 
 

最後までお読みいただきありがとうございます♡ 
 

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

毎日のごはんから私のしあわせを見つける。 
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