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	 2011年 3月 11日の東日本大震災によって引き起こされた、福島第一原発事故の影響で、スト

レスの中生活していたり、外遊びが出来ない福島の親子に、自然の中で、安心しておもいっきり

遊んでもらいたいという思いで、Fukushima Kids Support Project	 が始まりました。 

 

	 第一弾として、プロ野球や Jリーグなどプロスポーツチームもキャンプ中の宮崎に来てリフレ

ッシュしていただきました。自然の中で、裸足になって遊んだり、落ち葉やどんぐり拾い、農業

体験、ソフトバンクの選手達との交流、また、食事も宮崎の中でもより安心安全の物を頂いたり、

郷土料理にも触れました。 

	 参加されたお母さんから、「久しぶりに、おもいっきり遊ぶ子ども達の姿を見れた。本当に参加

してよかった」などの感想を頂くことができました。また、ボランティアをして下さった方から

は、「福島の方の生の声を直接聞くことが出来てよかった」「子供たちの笑顔が見れて良かった」

などの感想を頂きました。 

放射能の影響は、今後何十年という支援が必要となると考えられます。EarthWalkersでは、今

後も Fukushima Kids Support Project	 を続けていきたいと思っています。 

 

【概要】  

期日：2012年 2月 24日(金)～27日(月) 

参加者：5組 14名(大人 5名、子ども 9名)＋福大生 2名(引率ボランティア) 

参加費：大人：1万 5千円	 子ども：1万円 

ボランティア：のべ 48名(1日目 12名、2日目 13名、3日目 13名、4日目 10名) 

ホストファミリー：5家庭 

 

日程：2月 24日	 福島駅、郡山駅→東京→宮崎、平和台公園、 

	 	 	 	 	 	 	 	 夕食(オーガニックレストラン sizen) 

	 	 	 2月 25日	 農業体験(早川農苑)、好隣梅ハイキング(自然楽校・未来船)、 

	 	 	 	 	 	 	 	 夕食(天空カフェ ジール)、放射能勉強会(宮崎大学松田教授) 

	 	 	 2月 26日	 ソフトバンクオープン戦観戦(宮崎市観光協会)、 

	 	 	 	 	 	 	 	 チキン南蛮料理教室(宮崎友の会) 

	 	 	 2月 27日	 宮崎観光(堀切峠、青島)、宮崎→東京→郡山駅、福島駅 

 

 

主催：アースウォーカーズ 

共催：JIM-NET、移動保育プロジェクト、ハーメルンプロジェクト、TEAM二本松 

協力団体・企業：公益財団法人全国友の会	 宮崎友の会、オーガニックレストラン sizen、 

	 	 	 	 	 	 	 	 早川農苑、自然楽校・未来船、天空カフェ ジール、宮崎市観光協会、 

	 	 	 	 	 	 	 	 福島大学災害ボランティアセンター 
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キャンプ 1日目	 2月 24日(金)	  

活動の目的  

・移動の疲れをとりリラックスしてもらうために自然の中でヨガをする。 

・ジャンべをたたいて、心も身体も開放的になって平和台公園の自然を楽しんでもらう。 

・SIZEN(レストラン)さんでは、玄米やオーガニック食事を摂ってもらい栄養をつけてもらう。 

活動記録  

小さい子供は、ヨガの輪を抜けだし、芝生の上を走り出

しました。大きな岩があり、それに登って楽しそうでした。

ジャンベ（民族太鼓）の先生が、ジャンベをたくさん持っ

てきてくださり、みんなでジャンベを叩きました。ボラン

ティアも一緒に楽しみました。 

その後自由時間を設けました。夕食は平和台公園の中に

ある SIZENさんでとりました。玄米やオーガニックな自然

食中心のビュッフェスタイルのレストランです。とてもお

いしく皆さん何回もおかわりされました。 

誕生日のお子さんが三人いたので誕生日ケーキをで募集

したところ、五個のケーキが集まりました。SIZENさんは、

夕食をご馳走してくださり、30万円の寄付をしてくださっ

ています。 

 

ボランティアの感想  

	 空港での動物などのかぶった出迎えは、喜んでもらえたと思います。空港から平和台公園への

車両運転担当者が、きちんと決まっておらず移動に時間がかかってしまいました。 

	 ヨガはお母さんたちもリラックスされていたようで、子供だけでなく親もリフレッシュできる

キャンプになってよかったです。平和台公園の芝の上をはしゃぎ回る子供たちを見て、福島にも

走り回る場所があればいいのにな・・・という気持ちになりました。4 日間おもいっきり、リフ

レッシュして楽しんでもらいたいです。 
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キャンプ 2日目	 2月 25日(土) 

活動の目的  

・放射能も農薬も心配がいらない自然農法の畑で、おもいっきり土に触れてもらう。 

・宮崎の大自然の中でハイキングを行い、自然を満喫してもらう。 

・天空カフェ ジールにて、安心安全、そして健康な食事を摂ってもらう。 

・宮崎大学の先生と放射能のお勉強会。 

活動内容  
10時に綾町のほんものセンターに集合し、早川農苑へ向

かいました。ウェルカムドリンクとして新鮮なキャロット

100%のジュースをいただきました。近くの畑に移動し、皆

で人参掘りを行いました。大きいものが取れ、土に触れら

れることがうれしかったみたいでした。途中、農苑の方が、

人参を生で食べられることを教えてくださり、不安がりな

がらも、その場で少し土を洗って食べました。これは、う

まい！！子供も保護者の方もかじりついていました。皆疲

れ知らずで、最後は誰が一番大きいものが取れるか競争を

行っていました。1 時間かけて 2 ケースほどの収穫ができ

ました。周りを見渡してみると、畑の面積に対し、ほんの

一部しか進んでいないことが分かりました。この畑すべて

の人参を掘りおこすには、どれほどの農家の方の苦労があ

るのだろうか。ご飯は感謝して食べようと思うことができ

ました。 

手を洗い、農苑にもどると、お昼ご飯ができていました。

十穀米のご飯・大根の天ぷら・豚汁・ごぼう茶・お漬物な

ど食べきれないほどたくさんの料理を出していただきまし

た。働いた後のご飯を、非常においしくいただきました。 

その後、好隣梅に移動し、ハイキングをしました。あいにく小雨が降っていたので、任意参加

で登っていくことになりまいしたが、結局 2 歳の一番小さな子もボランティアのおにいちゃんに

おんぶをされながら、頂上までがんばって登りました。 

すでに散ってしまった梅を横目に登山道を 30分ほど登ると、展望台と青島や太平洋を見渡せる

素敵な景色が広がっていました。 

山を下り、近くの天空カフェジールで夕食をとりました。動物性のものを使わないオーガニッ

クな食品を用いた料理をバイキング形式でいただきました。バランスよく何十種類もの野菜を組

み合わせて食べられ、一日を通して食育の大切さを学べたと思います。 

食後は、宮崎大学の松田先生がお越しくださり、放射能勉強会を行いました。先生が保護者の
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問いかけに答える質疑応答の形でした。保護者の心配や、実体験を生の声で聞くのは初めてで戸

惑ってしまいました。その間、子ども達は、キッズルームで無邪気に遊んでいました。 

 

ボランティアの感想  

小林亜衣さん� 

	 農業体験、子供達とっても楽しんでもらえたと思います。最初のウェルカムドリンク人参ジュ

ースは飲めなかった子も、自分で頑張って取った人参は、その場で水洗いして丸かじり！！	 と

っても甘くておいしかったー！！	 ちょっと土がついてても、有機農法の畑だし、放射能の心配

もないので、お母さんたちも安心して見ていらっしゃいました。 

	 この時点で、すでに次回もあったら参加したいです。と言ってくださる方がいて、本当にこう

いう活動が求められているんだなということを実感しました。 

	 反省点は、全ての日に言えることですが、準備不足と打ち合わせ不足です。福島の方も、宮崎

から急きょ参加された方もいたり、ボランティアも、どの日に参加するかなど、不明確な人がい

たりしたため、参加人数すら把握しきれていない状況で進んでしまっていたので、事前の確認や

打ち合わせはやっぱり大事だと感じました。 

 

鴨田美沙さん� 

	 私自身も楽しめたし、福島から来られた方々も笑顔がたくさん見られて目的としていたところ

も達成できていたのではと思います。とくに農業作業なんかは、放射能の影響で思うように外で

の活動ができない子供たちをはじめ、農業の経験がない保護者の方々にとって新鮮でいろいろな

発見もでき、野菜に関心を向けるよい機会になったのではないかと感じました。 

	 ただ、その日の夜のミーティングでもお話ししたようにまだ身体的発達も途中な幼児期の小児

にとってはあのプチ山登りは過酷だったのではないかと思います。集中力・危機回避能力も個人

差があるので一概には言えませんが、何回もヒヤリとさせられた場面がありました。 

	 対象年齢が幅広いのでなかなか難しいところだと思いますが、事前に下見をして本当に小さい

子でも登れるか、大人でもきつすぎないか、などチェックが出来ていたらもっと良かったなと思

います。本当にこの企画は素敵でしたので希望者を募ってまた開催してほしいと思います。 

 

神貴大さん (福島大  学生 )� 

	 印象に残っているのは、早川農苑での人参の収穫を親子が夢中になってとりかかっている姿で

す。福島ではあまり土に触れることに対しての喜び、楽しさがすごく伝わってきてよかったと思

う一方で、福島ではできないということに対する寂しさ、悲しさも感じました。 

	 個人的にも、宮崎の自然を十分に堪能してリフレッシュにもなりましたし、自然の偉大さを改

めて感じて、いつかまた福島でも自然を存分に堪能できる状態が戻ることを願いたいと思いまし

た。 
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キャンプ 3日目	 2月 26日(日) 

活動の目的  

・プロ野球選手を間近に見てもらい、夢を持ってもらいたい。 

・チキン南蛮を宮崎のお母さん達と一緒に作り宮崎の郷土料理にふれてもらう。 

活動内容  

朝 8：50 にソフトバンクホークスがキャンプを行ってい

る、生目の杜運動公園に集合して顔合わせをしました。人

数確認して、アイビースタジアムの中へ入っていきました。

宮崎市観光協会の方のご好意でソフトバンクの方々と一緒

に、グランドの中のベンチへ入れて頂き、オープン戦前の

練習をしている選手の方たちを見つつ、選手会長からソフ

トバンクの帽子をもらって、秋山監督とそれぞれ写真撮影

と握手をして頂きました。 

子ども達は報道陣にインタビューを受け、夢を語ってい

ました。その後しばらく、特別にスタンドで不公開の練習

風景を見せて頂きました。 

その後は、ホークスビレッジで自由時間を 1時間半とり、

買い物・足湯・スタンプラリーなどをして遊びました。そ

して、お弁当を頂き、広島カープとのオープン戦を特別席

で観戦しました。 

観戦後、西地区交流センターに移動し、友の会の皆さん

と福島のお母さん・ボランティアの皆さんで宮崎の郷土料

理「チキン南蛮」つくりました。その間子供たちは、ボラ

ンティアスタッフと同施設内のレクリェーションルームで

自由にままごと・ブロック・絵本の読み聞かせなどをして

遊びました。 

そうしている間に、チキン南蛮・かぼちゃのスープ・温

野菜・ゼリーが出来上がりました。皆さんでおいしくいた

だき、その後はきれいに後片付けを行いました。片付けの

間、子供たちにキャンプで一番楽しかったことを絵にして

もらいました。 

 

ボランティアの感想  

プロ野球選手にすごい身近で会えて、見られて、子供たちが本当に目を輝かせて元気に声を出

せていて、今回のことは、子供のすてきな思い出になったことでしょう。また、自由時間に保護
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者の方と話したときに、やはり、被爆のこととか、食べ物や、住んでいるところなどたくさんの

ことに気を配っていけないことの大変さを聞かせていただきました。今回ソフトバンクの方や、

観光協会の方の優しい他喜力にふれ、人を喜ばせて寄り添っていくことの大事さを皆がしみじみ

と感じたのではないかと思います。 

	 沢山のキャンプを見に来ている人たちの中にいて、しっかりと子供１人１人に話を聞いてあげ

たり、声をかけてあげたりができなかったので、次は、同じチームのルールなどを決めて囲んで

見守ることをしていきたいと思います。 

	 この家族を見てあげてねって言われたとき、ちゃんと交互に確認してなかったので、解散して

３分で見失ってしまい、近くの子を見たということになってしまいました。次は、「相互に挨拶を

して、確認する５分間」を作りたいです。 

	 お母さんたちの会話の中で、スーパーでは、普通に地元産の野菜が売っており、子ども用は県

外、大人は地元産を食べているとのこと。不安はあるが、金銭的なものもありそうしていると言

われていた。 

	 お母さん方は、毎日の不安、不満の中で生活しており、それでも外に出ることができず、スト

レスをとても感じていると思いました。 

	 子どもたちは震災後、ほとんど外に出ることができず、植物に触れることもできず、子供たち

のストレスも耐え切れないほど大きいものだと感じました。 

	 宮崎で外で自由に遊べることがとても楽しい様子で元気いっぱいで走り回る姿を見てうれしか

ったです。 

	 郷土料理つくりでは「美味しかった！帰ったらお父さんに作ってあげよう！」と喜ばれていま

した。 
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キャンプ 4日目	 2月 27日(月)	  

活動の目的  

・放射能汚染の心配が要らない環境でのびのびと過ごしてもらう。 

・宮崎の観光地を見てもらい、思い出を作ってもらう。 

 
活動内容  

朝、堀切峠に集合。全員が集まるまで自由に過ごしても

らいました。展望デッキから景色を眺めたり、階段を降り

て海の近くまで行ったりしました。堀切峠名物、えびソフ

トクリームを食べる人もいました。最後は全員で記念撮影。 

その後、青島へ行きました。子どもたちは青島神社近く

の砂浜で砂遊び、お母さんたちは、子どもたちと一緒に遊

んだり、青島神社を参拝したり、お土産屋を覗いたり、楽

しそうに過ごされていました。 

飛行機の時間が近づいてきたので、空港に向かいました。

この時、「宮崎の野菜を地元に送りたい。」と事前に希望さ

れていた 2家族は、途中で直売所に立ち寄られました。「自

分の家族だけでなく、知り合いにも送りたい。」とのことで、

カゴにたっぷりの野菜を購入されました。 

その後、この 2 家族も空港に向かい、全員が空港に集ま

りました。お別れをした後、無事に皆さん福島まで帰って

いかれました。 

 

ボランティアの感想  

飛行機の出発時刻を気にしながらのスケジュールになってしまいゆっくり観光とはいきましせ

んでした。今回は特に幼い子どもさんが多かったので、もう少し余裕が持ったスケジュールが組

めればよかったと思います。 

福島では触れるはこと出来ないが、海と砂浜があるだけで子ども達は楽しそうに遊んでおり、

観光地巡りをせずとも、自然に触れながら遊べる場所があれば喜んでもらえるのかなとも思いま

す。子ども達は「帰ったらもう触れないから、いっぱい触っておこう！」と海の水に触れるのが

とてもうれしそうで、それを見て、とても切なくなりました。 

一方で参加者の方の中には、短い滞在時間の中で宮崎のきれいなところ沢山見たい!!という意見

もありました。 

帰る前、宮崎の野菜を買われる方もおり、子ども達に安全な食材をと願うお母さん達の想いを

感じました。空港での最後のお見送りの際、福島のお母さん方は口々に感謝の言葉を言われてお
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り、一回目のキャンプということでうまくいかない点も多々ありましたが、開催できてよかった

と思います。 

 

小林亜衣さん� 

	 この日は観光でした。最終日にして始めて宮崎の海を見た参加者さん達は、堀切峠の美しい海

を見て、感動していました。飛行機までの時間があまりなかったので、記念撮影をして、次の観

光地青島へ。福島では触れない海の水、砂浜遊びに夢中になってたら、本当に時間がなくなって

しまったので、大人だけ駆け足で青島神社に参拝しました。子ども達は「帰ったらもう触れない

から、いっぱい触っておこう！」と海の水に触れるのがとてもうれしそうでしたが、それを見て、

とても切なくなりました。ただ水遊びをしている…この光景が福島にはないのかと…。 

	 空港までの短い道のりでしたが、最後にお土産を買う組と、宮崎のお野菜を買う組に分かれて

お買い物をしました。私はお野菜組に行かせて頂きました。お友達の分も！とたくさん買い込ん

でおられました。やはり、子ども達に安全な食料を！と願うお母さん達にとっては、宮崎の食材

は貴重なのだと思いました。宮崎の豊かな恵みを守ると同時に、それらを福島に届ける活動も続

けていきたいと改めて思いました。 

	 最後の感動のお別れシーンは、仕事の関係でばたばたになってしまいました。短い日程でした

が、かわいい子ども達にまた会いたいです！ 

 

サシャ	 クリンガーさん� 

	 プログラムに鵜戸神宮が入ってなかったので、連れていこうと思いました。その日は集合時間

が 9 時でしたから、鵜戸神宮に行くためには 6 時に家を出なくては行けなかった。私の担当の桜

井ファミリーには小さい子どもが 2 人おり、桜井ママは疲れてるかな…と思ったが、鵜戸神宮の

話をしたら、ぜひ宮崎の短い滞在時間の中で沢山見たいと!!	 そして早朝出発し、みーちゃん、そ

うたろうくんと、ママと一緒に神秘的な宮崎の朝を過ごしました。 
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アンケート結果  

～ホストファミリーの方より～  

質問�：今回、福島からの子どもたちを受け入れてみていかがでしたか？ 

	 	 	 	 （よかったこと、困ったことなどなんでもお書き下さい） 

質問�：運営側へ伝えたいこと 

質問�：次回も受け入れたいと思いますか？ 

 

＜湯浅ヨシ子さん＞ 

�家族にとってよかったか本音を聞きたい。	 希望も聞きたい。 

	 朝食は一緒に食べたが、もう少しお話しする時間も欲しい。 

�朝食時間の都合があるため、出発時間の変更は早めに知らせて欲しい。 

	 朝少しでもゆっくりさせたい。温かいものを食べさせたいため。 

	 小さな子どもさんがいるので、もう少し早めの帰宅、遅い出発を希望します。 

�はい 

 

＜瀬尾敏子さん＞ 

�今回の受け入れは４歳のお子さんだったので、お話しの交流が出来なかったのが心残りです。

お母さんにはお話も聞かせて頂きましたので、少しでも安息の時間を活用して欲しいと思いま

した。 

お子さんが葉っぱを沢山集めて来られました。一日も早く自然を取り戻す日の早いことを心よ

り見ます望みます。 

困ったことは何もありません。遠慮されないことを望みます。ゆっくり自由にして欲しいと思

いました。 

�今回は決まった日時の連絡を頂くのが少し遅かったと思いますし、状況の把握が出来ませんで

した。係りの方との連絡を密にすることが必要と考えます。電話連絡がしっかり出来ることを

望みます。 

�はい 

部屋は空いていますので、ご活用下さって良いのですが、私が高齢（82歳）のため充分なお世

話ができないと思います。（夜の会合には出席できません。） 

 

 

<堀内ミキ子さん＞ 

�孫が帰って来たようで楽しかったです。夜、もう少し早く帰って下さると助かります。 

私達は長い支援をさせて頂きたいと思います。短い時間でしたが、楽しく過ごさせて下さった

ことに感謝致します。 



Fukushima Kids Support Project	 第一弾	 報告書  

 12 

 

�本当にお疲れさまでした。お料理会でみんなの笑顔を見ていて幸せでした。きちんとした日

程表を頂けたら．．．と思いました。 

�はい 

 

～参加者の方より～  

質問�：このキャンプに参加しようと思ったきっかけ教えて下さい。 

質問�：実際にキャンプに参加してみてどうでしたか？ 

質問�：何か困ったことはありませんでしたか？ 

質問�：その他、ご意見ご感想をどうぞ 

 

＜鈴木さん＞ 

�友人に誘われたのがきっかけです。今までに色々なお話はありましたが、時間や期間、場所

等の条件があわず、また、長男が春から小学校入学なので、なかなか参加しずらくなるので

思い切って参加してみました。 

�昼間大暴れしているせいか、二人とも寝相がすごいことになっています。（蹴られるのは構わ

ないけれど、せめて布団で寝て欲しい…） 

次男も外でこれだけ走り回るのはあまりないというか、芝生の上を長時間走ったのは 

生まれて初めてじゃないかな…。少なくとも私の記憶にはありません。目がらんらんとして

いました。 

�むしろご迷惑をおかけしてます。誰かしら子どもたちを構ってくれるので、とても助かります。

急に足りなくなったものを買いに行ってもらったりとか…。 

�宮崎はとてもいいところですね。人も環境も食べ物も…うらやましいです。ぜひまた来たい

と思います。車を出してくれた西村さんや、ホームステイ先の湯浅さんご夫妻にも大変お世話

になりました。二日目のあさの連絡を私がとっておくべきだったんですが、お三人にご迷惑を

かけてしまって申し訳ありませんでした。アースウォーカーズの皆様にも感謝の嵐です。どう

もありがとうございました。 

 

 

＜圷さん＞ 

�放射能を気にせず外で思い切り遊べたらと思い参加させていただきました。 

�山の匂い、土の感触、風の音、安全な食材を体いっぱい感じることができ子どもたちも大

満足の 4日間でした。ありがとうございました。 

�何もなかったです。 

�宮崎に来んねキャンプに参加したことで、宮崎の方々の心温まる気持ちに触れることがで

き、沢山の愛を頂きました。ありがとうございました。福島のキャッチフレーズは〝うつ
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くしいふくしま″です。今は残念ながらうつくしい福島が人が作った物でなくなってしまい

ました。子ども達は、普通の会話に放射能と言う言葉がでてきます。本当はこの言葉は覚

えなくてよかった言葉だと思います。しかし、放射能から子ども達を守る上で日常会話に

しないと子ども達を守れません。子ども達は、外で遊ぶことが沢山あります。裸足で泥ん

こ遊びや、思いっきり走り回ったり、宮崎で経験したことを福島でも前のようにしたいで

す。 

安全な作物も食べさせたいですが、今はできません。でも、宮崎では久しぶりに外で土ま

みれになった姿、砂や芝生を触っている姿、いつもなら芝生を触ったら“触っちゃダメ”と

話していますが、触って“やったー”と喜んでいる私がいました。 

子ども達の最高の笑顔を見ることができて嬉しかったです。皆様の温かい愛を決して忘れ

ません。我々の為に色々と企画をして下さってありがとうございました。もしいつか“うつ

くしいふくしま”に戻れたら我が家に遊びに来てください。本当にありがとうございました。 

 

 

＜根本さん＞ 

�温かい宮崎でのんびりほっこり保養がしたかった。 

�とてもイキイキ、農業体験等…出来ました。 

�なし 

�福大の学生さん、そして何よりも宮崎のボランティアさんのご協力のもと、楽しい保養キ

ャンプとなり感謝してます。実際に宮崎を訪れ、色々な方の支援や支えを受けていること

に気づきました。とてもありがたい事です。おやつの差し入れ等も嬉しかったです。初め

てのホームステイも心配してましたが、打ち解けることができ、とてもよくして頂きまし

た。また機会がありましたら、ぜひ参加したいです。 

 

 

＜桜井さん＞ 

アースウォーカーズ、友の会、サポーターのみなさんに感謝をこめて。 

�野球が好きな息子にプロ野球のキャンプはとても勉強＆いい経験になると思ったから。外

で思う存分遊べない子ども達にも楽しくいい経験になると思ったから。 

�とてものびのびとしていて、気持ち良さそうでした。久しぶりに土遊びをしていて楽しそ

うでした。こちらも注意せずに見ていられるから、子どもたちものびのびできたように思

います。 

�全くありませんでした。二人の子が、それぞれ自分の好きなように楽しめたのはみなさん

のサポートのたまものだと思います。あっ、一つだけ。移動手段だけ、もう少し早めにお

知らせ頂けたら助かりました。でも、大丈夫でしたけど。 

�何もかもすべてよくして頂いて感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。み
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んな親切で面白くてフクシマにいて悲観的になることもありましたが、日本はきっと大丈

夫!!という気持ちになれました。ありがとう。 

本当に何から何までありがとうございます。 

ダンケシェーン!	 ありがとう!	 Thank you! Merei! 

 

 

 

～ボランティアスタッフ～  

＜サシャ＞ 

参加日：2月 24日～27日 

�参加してみて… 

プログラムはとてもよかったです。時間は短すぎたと思う。もっと長くしましょう! 

�次回も参加したいと思いますか？ 

はい 

 

 

＜まゆまゆ＞ 

参加日：2月 26日 

�参加してみて… 

	 子ども達が思いっきり遊べてて良かった。お母さんとも、いろんなお話ができて良かった。

ご飯準備中はステキなおじさまのおかげで、リズム遊びとかはできなかったけど、子ども

達は笑顔いっぱいで遊んでいたのでその結果よかったと思う。 

�次回も参加したいと思いますか… 

	 はい 

	 あこちゃん、声かけてくれてありがとうございます� 

	 なおやさん、無理せず楽しまれて下さいね。 

 

 

＜坂東春奈＞ 

参加日：2月 24日～ 

�今回参加してみて… 

＊参加して良かったこと 

	 ・いろんなひとに出会えたこと。 

	 ・引っ越しできないお宅の話を聞けた。 

	 	 何かしたいけれど何が力になれて何がダメなのか分からない。 

	 	 でも考えるきっかけができた。 
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・子ども達の元気な姿が見られたこと。 

＊参加してうまくいかなかったこと 

・うまく子どもたちとはしゃげなかった 

・何を話して良いのか（内容的に）わからず、話かけれなかった。 

・車移動ができればよかった。 

�次回も参加したいと思いますか？ 

はい 

 

 

＜神	 貴史＞ 

参加日：2月 24日～27日 

�今回参加してみて… 

	 引率としての参加という形でしたが、自分自身もすごく楽しませていただき、リ 

	 フレッシュすることができました。 

	 子ども達にとってみたら、この日程は最初はきついのではないかと思いましたが、 

	 楽しんでいてよかったのかなと思います。 

	 今回は基本的に明るい時間での活動でしたが、次回以降、夕食後に何か活動が入 

	 ってもいいのかなあと思いました。 

	 日程を組み立てる段階で、もう少し先方との打ち合わせをして、どんなことを考 

	 えているか、どのくらいの時間を必要とするかを決めておければと思います。 

	 今後もこのような企画があるのであれば、福大ボラセンとしても協力して取り組 

	 めたらと思います。 

	 今回は、本当にありがとうございました。 

�次回も参加したいと思いますか？ 

	 はい 
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掲載メディア  

 

●2012年 2月 25日	 宮崎日日新聞 
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●2012年 2月 25日	 読売新聞 
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●2012年 2月 27日	 西日本スポーツ 
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特定非営利活動法人  アースウォーカーズ  

【住所】〒889-1602 宮崎市清武町今泉丙 2178 
【E-MAIL】 info@earthwalkers.jp 
【URL】 http://earthwalkers.jp/ 


