
 

 
	 	 

	 福島県内の未就学児と保護者を対象とした「福島

の子どもたち宮崎に来んねキャンプ！」の活動の中

で、参加したある保護者の方から「自分の子は来年

小学生になるけれど、最も育ち盛りでもある小学生

を対象とした保養があると嬉しいです」といった声

が出されました。そこで、福島県在住の未就学児と

小学生を対象に週末を利用し、山形県米沢市で保養

してもらうプロジェクトを行いました。2014 年 6 月

より月 1 程度のペースでスタートし、今年度(2015	 

年度)は 12 回開催しました	 

	 	 

	 主な活動として、夏季や秋季には公園内での外遊

びや自転車の練習、野菜の収穫や稲刈り体験、宮崎

県産の野菜を使ったバーベキュー、地元のイベント

への参加などを行いました。冬季には、雪遊びやス

キー体験やソリ遊び、石釜でのパン焼き体験等を行	 

った他、米沢市内の温泉に入浴しました。	 

	 活動を通じて、子どもたちの運動不足により広が

る肥満傾向の改善、運動能力の向上や健康な身体作

り、ストレスの解消を図りました。同時に、原発事

故による放射能の影響を気にして外遊びを制限し、	 

	 

	 

自転車の練習をさせられないという母親の悩みに応

え、一人でも多くの子どもたちが自転車に乗れるよ

うサポートを進めました。プロジェクト内で、多く

の子どもたちが夢中で練習し、自転車に乗れるよう

になりました。	 

さらに、子どもたちが野菜収穫体験などを行うこと

で、普段は制限されている自然のものに触れるとい

う貴重な経験を得られ、自然の素晴らしさや理解、	 

それに触れる機会などを広げました。	 

	 また、ボランティアスタッフとして山形県米沢市

内の高校生や大学生、福島大学や宮崎大学の学生が

関わることで、被災地の現状や、机上では学べない

多くの事を知る機会となり、彼らの成長にも寄与し

ました。また、福島、宮崎、米沢の大学生と社会人

や高校生の絆も深まり、長期に相互関係を継続でき

るきっかけとなりました。	 

	 加えて、生活クラブ山形、米沢市役所総合政策課、

環境分析研究所、学童保育、手塚農園、ソドデアソ

ビダイベシタなど、宮崎と米沢と福島間の行政、企

業、NPO、個人が協働した事業が実現しました。	 

	 

 



 

第 11 回	 5 月 24 日(日) 
第 12 回	 5 月 31 日(日) 

5 月は 24 日と 31 日の 2 回、山形県米沢市にて福

島県の子どもたちと田植え体験をしました。	 

24 日の午前中は、生活クラブ山形とコラボレーシ

ョンして田植えを行いました．米沢市内の参加者も

含めると総勢 50 名以上の活動になりました。子ども

たちは初めての田植え体験に泥だらけになりながら

楽しんでいました。午後は園内で自転車の練習や、

遊具を使った運動をしました。普段は外での遊びを

制限されているので、今日は元気いっぱいに遊んで

いて、引率の親御さんもほっと安心していました。	 

印象に残っているのは、震災から 4 年経った今で

も放射能の不安の中で生活していることが、福島の

現状ということです。参加者の子どもたちにとって、

このプロジェクトは貴重な体験になったと思います。

また、不安を抱える親御さんの話も聞けました。「安

心して遊べる環境が欲しい」という親御さんの思い

がある限りサポートを続ける必要があると思いまし

た。実際に福島で生活している子たちや親御さんと

触れ合い、少しながら現状を把握できました。	 

31 日は米沢市田んぼアートに福島の子どもたち

と参加してきました。天気が心配されましたが、田

植えが始まる頃には晴れて気持ち良く作業ができま

した。苗の品種によって色が分けられており、植え

る品種を間違えないように作業に取り組みました。

田んぼアートの後は炊き出しを美味しくいただきま

した。	 

その後、わくわくランドで大学生のお兄さんお姉

さんと一緒に遊具やボール遊びをしました。公園で

遊んでいた子に「いつもは何して遊んでいるの？」

と聞くと、「いつもはゲームしている」と、寂しそう

な感じで答えたのが印象的でした。保養で気持ちも

リフレッシュさせることの重要さを感じました。	 

	 

第 13 回	 7 月 5 日(日) 
第 14 回	 7 月 19 日(日) 

7 月には 5 日と 19 日の 2 回、日帰りリフレッシュ

プロジェクトを開催しました。	 

7月5日は環境分析研究所のCSR活動の一環として、

福島の子どもたちの支援をアースウォーカーズとコ

ラボして開催するという形で、バス代、食事代、施

設使用料などを全額支援して頂きました。さらに、

今回は環境分析研究所さんの協力のおかげで大型バ

スが準備できたこともあり、参加者が普段の倍近い

総勢 50 名程度になりました。行きのバスの中も、と



 

てもにぎやかな声が聞こえていました！！	 

午前中はサクランボ狩りを行いました。天候にも

恵まれ、真っ赤なサクランボをほお張る子どもたち

の笑顔が輝いていました。	 

お昼は短冊に願い事を託した後で、近くの集会所

に移動して流しそうめんをしました。普段の福島で

の昼食は外で食べるのを避けている方もいるので、

ここで子どもたちの笑顔が見られることが何より嬉

しかったです。また、ここでも様々な差し入れをい

ただき、笑顔がはじけました。	 

その後は成島ワクワクランドに移動し、外遊びを

しました。風も心地よく、子どもたちは元気に遊ん

でいました。	 

7 月 19 日は午後からの活動スタートでした。今回

は福島県内から、12 名の親子が参加しました。	 

初めに公園での外遊びをした後、小野川温泉周辺

での田んぼアートの見学をしました。その後、夕食

としてブランドの宮崎地鶏や 2 年間連続日本一に輝

いた宮崎牛のバーベキューを行いました。	 

また、昨年に引き続き、米沢ではホタル博士と呼

ばれるくらい有名な方の案内で、小野川温泉付近で

のホタル見学に行きました。	 

	 

	 

第 15 回	 8 月 30 日(日) 
今回は、夏休みを利用して宮崎の大学生が被災地

ボランティアを行っており、その活動の一環として

当事業にボランティアスタッフとして参加しました。

そのため、学生の感想を中心として活動を紹介しま

す。	 

午前中は枝豆の収穫を行い、他の子と競い合って

楽しむ姿を目にすることができました。ある子ども

が「枝豆触っていいの？放射能は大丈夫？」と尋ね

てきた時、不安を拭えない姿を目の当たりにし、一

瞬言葉に詰まってしまいました。今日は子どもたち

と実際に接する中で、被災地のことについて考えさ

せられました。純粋な子どもたちの言葉は胸に響く

ものがあります。子どもたちの不安を減らすために

少しでも力になりたいと思います。子どもが「雨が

降っているのに外に出ていいの？」と聞いてきまし

た。空気中に放射能が漂っているから雨と一緒に放

射能が降って来るという認識から、このような言葉

が出たのだと思います。米沢プロジェクトは子ども

たちが何の心配もなく心を解放して遊べる大切な機

会だと思います。これを継続することが被災地支援

に繋がっていくと思います。	 



 

今日は、小雨が降っていましたが枝豆収穫を行い

ました。畑につくと枝豆を夢中で取る姿が見られま

した。袋いっぱいに収穫した後は、畑にいる虫を探

したり学生ボランティアと遊んだりしました。その

後スイカの収穫も行いました。お昼ご飯はカレーラ

イスに加え、収穫した枝豆やスイカも、早速食べま

した。昼食後は休憩しながら、紙芝居や、磁石の魚

釣などの遊びを行いました。途中、ロープを使った

遊びを教える方にも来ていただき、ロープの輪が外

れない方法を実際に教えて頂きました。子どもたち

はこの様子を見て、「そのやり方教えて！」など目を

輝かせて聞いていました。	 

	 

第 16 回	 9 月 20 日(日)～23 日(水) 
9 月 20～23 日まで、茅ヶ崎にある柳島キャンプ場

で福島県の子どもたちの保養キャンプを行いました。

この保養キャンプは、茅ケ崎市のNPO法人monkey	 pad

さんから要請を受けて開催しました。アースウォー

カーズは募集と選考、福島から現地までの送迎を担

当しました。	 

	 

	 

	 

(20 日)キャンプ場に到着後、ヨガの先生によるヨ

ガ教室を体験しました。思い思いに身体を伸ばし、

呼吸を整えました。途中から独自の動きを始めてし

まう子どもたち。それぞれ楽しみながらヨガを体験

することができて、貴重な経験となりました。	 

(21 日)	 2 日目はホットドック作りのための枝拾い

から始まりました。枝もすぐに集まり、初めてのホ

ットドック作り開始です。美味しいパンにキャベツ

とソーセージを挟み込み、アルミホイルで包み牛乳

パックに入れて着火しました。牛乳パックの火が消

えたら完成です。	 

その後は、バームクーヘン作りをしました。バー

ムクーヘンは炭火でゆっくり焼きますが火は熱く、

生地はなかなか火が通らないので時間がかかります。

食べ物が出来上がるまでの過程に時間がかかること

を、子どもたちは学べたと思います。	 

(22 日)3 日日は、海遊びに行きました。海へ着く

と、茅ヶ崎の方が砂浜での運動会を企画してくださ

いました。最初に年齢ごとにビーチフラッグをしま

した。砂まみれになりながら、一生懸命行っていま

した。次は、ビーサンを飛ばし、コートの中に入ら

なければファールになる遊びをしました。この中で

一番輝いたのは、最年少の保育園の男の子で、小学



 

生未満の部でほとんど 1 位になっていました。	 

夕方にはダイヤモンド富士を見に行きました。あ

いにくの天気で見ることができませんでしたが、少

しひんやりとした風と海の景色に子どもたちは、静

かにじっと海を見つめていました。	 

(23 日)	 ついに帰る時間がやってきました。バスに

乗り始めると小学生もボランティアも涙があふれて

いました。福島に帰ると生活が制限される家庭もあ

ると思うと、複雑な心境です。	 

今回、アースウォーカーズとしては初めて茅ヶ崎の

団体とコラボしました。反省点や改善点はあったも

のの、福島の子どもたちの保養の機会が増えたこと、

初めて福島支援に関わったボランティアさんと出会

えたこと、地元茅ヶ崎の協力者の熱い方々と出会え

たことなど、この企画に関われて良かったと思って

います。	 

	 

第 17 回 10 月 4 日(日)  
第 18 回 10 月 10 日(土) 

10 月は 4 日と 10 日の 2 回、山形県米沢市にて福島

県の子どもたちと稲刈り体験などをしました。	 

10 月 4 日は米沢市役所の田んぼアート稲刈りとコ

ラボしました。今回は花の慶次で有名な前田慶次が

描かれておりました。山形県は田んぼアートとゆか

りが深く、今回で田んぼアート 10 年目という節目の

年に稲刈り体験ができたことを大変嬉しく思います。	 

やまがた愛の武将隊の演舞を見て、いざ稲刈りが

スタートしました。田んぼのぬかるみやそこに生息

する生き物たちを肌で感じ、子どもたちの笑顔と笑

い声が飛び交う明るく楽しい時間でした。現代の子

どもたちにおいて稲刈りという体験は非日常的であ

ります。そして、今なお東日本大震災の影響を受け

る中で、稲刈り体験を通して自然を身近に感じ、自

分の五感で体感できたことは、子どもたちのこれか

らの将来において必ず良い糧になると思います。	 

10 月 10 日には先週に引き続き、2 週連続での稲刈

りを行いました。子どもたちには自分たちの手で収

穫してもらい、収穫の喜びを感じてもらいました。

こうした体験の場を設けてくださった生活クラブや

まがた農産物委員会さんと手塚農園さんにこの場を

借りて感謝申し上げます。午後は、公園での外遊び

でアスレチックや虫取りなどをして楽しみました。

今回、ボランティアとして参加した大学生が感想を

書いたので、それを一部紹介します。	 

米沢プロジェクトは 5 月の田植え以来 2 回目の参

加になりました。手塚さんの田んぼに広がる黄金の

稲穂を見て、本当に感動しました。自分たちの手で



 

植えた苗なので、尚更稲刈りをすることに精が出ま

した。子どもたちと一緒に活動しているので、気を

配ることに注意しました。お昼には山形本場の芋煮

は格別で、心身共に癒されました。午後からの公園

遊びは童心に帰り、自分自身も楽しめました。	 

	 

第 19 回	 12 月 13 日(日) 

今回は前年度に引き続き、12 月の 2 週目に雪遊び

を企画していました。ところが、今年は思いもよら

ぬ暖冬の影響で、雪がまったくない米沢となりまし

た。そのため雪遊びができず、急きょ訪問先を変更

するという、思わぬハプニングとなりました。	 

午前中は、広幡コミュニティセンターでカレー作

り体験からスタート。女子たちに混ざって、男子も

包丁片手に実践しました！	 

その後は、近くの小川や以前田んぼだった畦の中

で、カニや小魚などを捕まえて生態系を学んだりし

ました。初めてザリガニを捕まえた小学生の中には、

とても喜んでいる姿も見られました。	 

昼食後、長瀬さんのアシストの元で、普段学童の

小学生たちが利用しているコミュニティーセンター

の２階の工作室にて、手作りの小物を作りました。

木工用ボンドを手に思い思いの物を作って、お土産

に持って帰っていました。	 

その後、手塚農園に移動しての大根収穫体験をし

ました。大人の足の太ももより大きくなった大根も

たくさんある中、次々に子どもたちが収穫して、た

くさんの大根土産を片手に一路福島に向かいました。	 	 	 

受け入れで奔走していただいた、学童保育の長瀬

さん、ソドデアソビダイベシタの丸山さん、大根収

穫体験の手塚農園さん、そして事前準備で奮闘した

押山さん、ありがとうございました。	 

	 

第 20 回	 1 月 24 日(日) 
 今回は、当初はかまくら祭りに参加する予定でした
が、雪が少ないためお祭りは延期となり、スキー場

での雪遊びに変更になりました。小野川スキー場は

一面すっかり雪景色で、子どもたちは目の色を変え

て喜んでいました！スキー体験ははじめての子ども

も何人かいて、立ったまま滑れる楽しみを感じてい

た模様です。スキーや、ソリ、雪合戦など各々全力

で雪遊びを楽しんでいました。特にソリは一番人気

で、二人乗りをしたり、寝ながら滑ったり、何度も

繰り返し滑っていたのが印象的です。何人かで頑張

った雪だるま作りは、徐々に大きくして楽しみなが



 

ら作っていました。 
	 お昼はみんなでラーメンを食べました。たくさん

遊んでお腹が空いた子どもたちは、小野川温泉観光

案内所に出前してもらい足湯の横で、黙々とラーメ

ンをすすりました。みんなで囲んでの食事はとても

楽しく、ラーメンも美味しかったので、笑顔がたく

さんの昼食になりました。 

 午後からはキャンドル作りをしました。赤、青、黄
色の 3 色のロウとカラフルなデコレーションを使い、
思い思いのキャンドルを作っていました。米沢市役

所に勤務する相田さんから、ろうそくの作り方を丁

寧に説明していただきました。子どもたちは雪を使

ってロウを冷やすとだんだん固まるところや、可愛

くデコレーションするところが面白かったと話して

いました。色を使い分ける場合は１色ずつロウを冷

やし、次の色に挑戦します。どのロウソクが一番綺

麗か見比べて楽しんでいました。 
 その後は、小野川温泉で身体を温めて疲れを癒すつ
もりでしたが、雪の中での露天風呂に大はしゃぎし、

のんびりするどころではありませんでした。結局最

後まで元気に遊び尽くしました。露天風呂で雪合戦

らしきものも盛り上がったようで、子どもたちのエ

ネルギーに驚かされっぱなしでした。 

第 21 回	 2 月 7 日(日) 
	 今回は、ソドデアソビダイベシタにて雪遊びを行

いました。ソリや雪合戦などで盛り上がりました。

昼ごはんは丸山さん特製のねじりパンで、煙で目が

痛いと言いながらパンを焼きました。それを丸かじ

りし、棒から抜いて穴あきパンにしました。そして、

丸山家が前日から家族で準備して下さった、シチュ

ーもとても美味しかったです。 
昼食後はみんなで雪遊びをしました。雪合戦する

チームや、立って雪を滑るショートスクールを受け

すぐに上達する子や、大学生のお兄ちゃんを雪に埋

め、ソリに乗って滑りまくる子どもたち、笑顔あふ

れる米沢の山中でした。 
そんな中、ジャンベ奏者のテルさん 五十嵐さんが

駆けつけて披露しました。手拍子や聞き入る子ども

たちに、「雪遊びしながら~太鼓の音を楽しんで~」

のよびかけに、太鼓を BGMに遊ぶ子どもたち。そ
して、曲が終わると拍手も寄せられる。時間も過ぎ

そろそろ帰ろうかと言うと、「嫌だ！もっとこの太鼓

聞いていたい」と、ジャンベに楽しむ子たちもいて、

良いひとときでした。 
そして、最後に温泉で温まり、帰路のバスで、ひ

とり一人に楽しかった感想を述べてもらいました。

恥ずかしながらマイクを手にし、「パンを焼いて食べ



 

るのは初めてで、自分で焼いたから美味しかった」

「雪がいっぱいあってソリすべりが楽しかった」な

ど、良い感想いっぱいでした。 
	 福島大の学生ボランティアからも、口々に良い声

が寄せられていました。アースウォーカーズにはじ

めて参加する学生や、２回目の学生から「来年も出

来る限り参加したい」とか２年生の学生は「ボラン

ティア自体がはじめてで緊張して早朝から来たけど、

来て良かった。また参加したい」など、学生たちに

も子どもたちにも良い機会となったようです。 
 

第 22 回	 3 月 6 日(日) 
今回は環境分析研究所の CSR活動の一環として、

福島の子どもたちの支援をアースウォーカーズとコ

ラボして開催するという形で、バス代、食事代、施

設使用料などを全額支援して頂きました。さらに、

春休みを利用して宮崎の大学生が被災地ボランティ

アへ行っており、その活動の一環として当事業にボ

ランティアスタッフとして参加しました。 
到着してバスを降りると意外と暖かく、とても過

ごしやすかったです。子どもたちは今か今かと待ち

わびている様子で、外で雪遊びをするとそりに乗っ

て滑ったり、雪だるまを作ったり、雪合戦したりと

とても楽しんでいました。中には汗をかくほど楽し

んでいる子もいて、元気いっぱい遊んでいました。	  

昼食前には、思い出館内にて餅つきをしました。

ぺたぺたと餅をついて疲れを見せず頑張っていまし

た。その後、その餅を使ったきなこ餅と納豆餅、お

味噌汁や玉こんにゃくを食べました。美味しい！と

声が飛び交い、笑顔いっぱい頬張っていました。 
昼食後、環境分析研究所の方の協力で宝物探しゲ

ームをしました。雪の中にミカンやバナナといった

果物やカプセルが入っていて、カプセルを見つけた

子に特別景品があったので、スタートの合図と同時

に先に見つけようと思いきり雪を駆け回り、掘り起

こしていました。 
	 東日本大震災が起こってもうすぐ 5 年、このよう
なプロジェクトはなくなりつつあります。子どもた

ちが線量を気にすることなく、安全・健康に過ごせ

る場を提供することができるボランティアを続けて

いけるよう私たち学生も全力でサポートしていかな

ければならないと感じます。このキャンプで出会っ

た子たちが元気に育ち、何年後かに元気な姿で声を

かけてくれたらいいなぁと思っています。 


