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主 催：ふくしまっ子チャレンジスクール実行委員会

宿泊場所：金沢青少年研修センター

実施場所：石川県内



『ふくしまっ子チャレンジサマースクール2012in石川』 を終えて

昨年発生した東日本大震災、福島原発事故は、すべての日本国民に大きな衝撃を与えました。

誰もが自分に何が出来るか？これからどう生きていくべきか？を真剣に考えたと思います。私もそ

の一人でした。

昨年12月に福島県の郡山市経由で岩手県陸前高田市、大槌町をボランティアで訪れる機会を得

ました。その時初めて郡山で放射能被害の実態を知りました。また、岩手では多くの若者がボラン

ティアに汗する姿に感動を覚えました。

今年に入り、福島から金沢に避難しておられる方々の話を聞く機会が何度かありました。そして、

避難したくても避難できない福島の子ども達の一時保養の必要性を認識しました。「やろう！」と決

意したのは３月です。その後、施設探しや資金とスタッフの確保をどうしようかと悩んでいるうちに

あっという間に６月になっていました。

それからが大変でした。協力を呼びかけると、ほとんどの人が「悪いことは言わないから止めた方

がいいよ」「万一事故があったらあなた一人で責任とれるの？」の返事が返ってきます。一時はあき

らめかけましたが、その度に大変な思いをされている福島の方々を思い浮かべ、福島の子供たち

をこんな目に遭わせたのは我々大人の責任だ、との思いで自らを奮い立たせました。

７月に入ってクノキファミリーというすばらしいスタッフが中心となって子供のケアをしてくださること

が決まり、近隣の大学生、さらに広島、千葉から応援していただけるスタッフが揃いました。活動資

金も澤本夫妻、山本君（かつてのボランティア仲間の後輩）を中心に東奔西走して寄付金募集をし

てくれたお陰で想像をはるかに超える金額が集まって準備が整いました。一番苦労したのはふくし

まっ子の募集でした。後から分かったことですが、福島の一時保養に対する状況が昨年と比べ一

変していたのです。昨年を大幅に超える保養事業が全国規模で増えたこともありますが、見えない

圧力が子供たちの福島県外への流出を嫌ったのです。しかし、これも『子ども達を放射能から守る

福島ネットワーク』のお力添えで、定員に達することができました。

このように多くのあたたかい善意が寄せられ、５泊６日の一時保養事業『ふくしまっ子チャレンジ

サマースクール』が実施されました。チャレンジスクールと銘打った理由は、福島の子供たちに今の

状況に負けて欲しくない、前向きに何事にもチェレンジする勇気としたたかさを持ってもらいたいと

思ったからです。

しかし、その希望はいい意味で裏切られました。ふくしまっ子はめちゃめちゃ元気なんです。

そして人なつっこさは最高なんです。私は今までの人生の中で一番すばらしい夏休みを

ふくしまっ子からプレゼントしてもらいました。

ここに第１回目のふくしまっ子チャレンジサマースクールが

数多くの思い出を残して、無事修了したことをご報告申し上げます。

また、本事業は今後も継続させていただく所存ですので、

今後ともご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

多くの方々から、こころ暖まるご支援ご協力をたまわりましたことを

改めて感謝申し上げます。ほんとうにありがとうございました。

２０１２．９月
ふくしまっ子チャレンジスクール実行委員会代表 岩井繁樹
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事業報告書

１．事業名 ふくしまっ子チャレンジサマースクール2012in石川

２．実施期間 平成２４年８月１１日（土）～平成２４年８月１６日（木）５泊６日

３．宿泊場所 金沢青少年研修センター 金沢市山ノ上町４９－１

４．実施場所 夕日寺健民自然園（金沢市夕日寺町） 穴水マリーナ（鳳至郡穴水町）

能登島水族館（七尾市能登島曲町） 健民海浜プール（金沢市普正寺町）

内川スポーツ広場（金沢市山川町） 金沢市東山界隈 金沢市尾張町

５．参加者 福島県の小学２年生～６年生 １３名

（本宮市６名 郡山市２名 福島市２名 いわき市２名 伊達市１名）

６．事業内容

主なスケジュール

《８月１１日（土）》

０２：３０西日本ＪＲバス 金沢発（大型バス、運転手２名（道花さん他）岩井・ｼﾞｮｾﾌ同伴）

１０：００郡山駅前発（千葉より西口さん同乗）なぞなぞ、ﾄﾝﾈﾙ数当てｹﾞｰﾑで盛り上がる

１２：００阿賀野川SAにて昼食 富山で渋滞にあい１時間遅れる

１７：１５金沢青少年研修センター到着

１８：００ウェルカム夕食 （班ごとに配膳、食器洗い・かたづけを手伝う。以後毎回実施）

１９：００親しくなろうゲーム＆ジョンさんの英語教室

２１：３０就寝

《８月１２日（日）》

０６：３０起床洗面、ラジオ体操、そうじ、朝食

０９：３０出発移動

１０：００夕日寺健民自然園着いしかわ自然学校インストラクター木谷さん、蔦原氏、村上氏

のご指導で『水鉄砲づくり』『ハンモック遊び』『ザリガニ釣り』で大いに盛り上がる。

水鉄砲は竹を切るところから始まり、枝はらい、のこぎりで筒切り、キリで穴あけ、

ピストン棒づくりまで行なった。

１５：３０金沢青少年研修センター着 明日の海行きの準備 入浴 夕食

１９：００ネット掲載用メッセージ＆写真撮影 ジョンさんの英語教室

参加生徒の親御さんとの交流会（ご夫婦お二人出席頂き、福島の現状を お聞き

する。）※子供達とは別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

《８月１３日（日）》

０６：３０起床洗面、能登行き準備

０７：００出発移動 能登海浜道路志雄ＰＡで朝食

１０：００穴水マリーナに到着した途端に豪雨。３０分ほど様子を見るが、やみそうにないの

で予定変更し、能登島水族館に行くことにする。子供達は歓声を上げる。

１１：３０能登島水族館にてジンベイザメ、館内展示、イルカショーを見学。

１４：００穴水マリーナに戻る。この頃には雨も上がってお昼の焼きそばを食べた後、石川ミ

ルコン㈱の菊田社長さんのお世話により３隻の大型ヨットに８名づつ乗船していざ

出航！全員野生のイルカを真近に見ることができて感激したとのこと。

１７：００国民保養センター『キャッスル真名井』にて入浴

１９：００金沢青少年研修センター着 夕食

２０：００スペシャルマジックショー ブルーロウズ（冴木ゆうさん他）出演予定時間が

大幅に遅れたにもかかわらず、すばらしいマジックの 数々を披露していただく。
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《８月１４日（月）》

０６：３０起床洗面、ラジオ体操、そうじ、朝食

３日の豪雨で、川の水が増水し濁っているため川遊びの予定を変更し健民海浜プール

に行くとに変更決定。

１０：００健民海浜プール着

すぐ近くに日本海を望む健民海浜プールで、９種類のプールに大喜びのふくしまっ子達。

いつまでも泳いでいたい様子だった。

１５：００金沢青少年研修センター着 入浴 夕食

１９：００キャンドルパーティー

広島から来た３人組（トキ君、ミルキー君、リボンちゃん）が繰り広げるエンターテイメントの世界。

歌にダンスにゲームに、そして雨晴らしのパフォーマンスが大受け(笑)。

《８月１５日（火）》

０６：３０起床洗面、ラジオ体操、そうじ、朝食、荷物整理

１０：００内川スポーツ広場着

金沢市内から３０分ほどの山あいにある運動公園。４人乗りや２人乗りの自転車で遊んだ後、

芝生広場でサッカーに興じたり水遊びをして楽しんだ。

１２：００昼食

１３：００出発移動 金沢の東山界隈の散策に繰り出す。さすがに金沢の観光スポットだけあって、外人

さんを含め観光客が多いこと多いこと。紅茶専門店の山屋さんのご好意で本格アイスティー

をごちそうになる。子どもたちは小遣いでおみあげを買った。

１４：３０金箔貼り体験 金沢は金箔作りが全国の９８%を占めていることで有名。

尾張町にあるカタニ産業さんのお店でお皿に金箔を貼る体験をする。

１５：３０金沢青少年研修センター着 入浴 夕食（バーベキュー）

１９：１５花火会＆さよならコンサート

金沢の夜景を見ながら手持ち花火と打ち上げ花火に子どももスタッフも興じた。

ときどきときめくトキ＆メグバンドによるコンサートが開演。

トキ君とメグさんの素敵な歌が館内に響き渡った。そして炊事のお手伝いをしていただいた

方々、その他多くの協力していただいた方々と参加の子ども、スタッフ全員による歌とダンス

で大喝采のうちに幕が閉じた。

《８月１６日（水）》

０６：３０起床洗面、ラジオ体操、そうじ、朝食、荷物整理

０８：００閉校式 修了メダル・寄せ書き色紙授与 お別れあいさつ

０９：３０金西日本ＪＲバス金沢発

（大型バス、運転手２名（道花さん他）澤本・西口・メアリー・イーマン同伴）

１６：３０郡山駅前到着 ふくしまっ子１３名全員無事親御さんに届けることが出来ました。

また来年会いましょう！！それまでみんな元気でいてください。
そして、いろんなことにチャレンジしましょう！

ふくしまっ子チャレンジスクール2012



≪社会人スタッフ≫ １０名

岩井繁樹、クノキ家（ジョン、メグ、デビット、ファーラー、シーファス、ジェームス）澤本悟博、

島崎克仁、伊勢朋之

≪学ス生タッフ≫ １０名

クノキ家（ジョセフ、サイモン、メアリー、イーマン）、清水十輝、伊藤はる子、田村朋久

小辻真帆、西口幸那、玉村裕香

≪地元参加者≫ ３名

クノキ家（ジョイ、ビンセント、エリン）

≪お手伝いいただいた方々≫

◎看護師：佃恵美子、田村幸子 ◎救急指導員：永井敏昌、吉本 哲

◎ヨット：石川ミルコン㈱ 菊田社長 他同志２名

◎イベント協力：木谷あけみ、蔦原直樹・奥様、村上博司、谷口広治、島野健太郎、

酒井直樹、山本充洋、橋本昌亮、ブルーロウズ冴木ゆう

≪炊事でお手伝いいただいた方々≫

澤本多日子、道花敬子、吉谷道江、高森玲子、中村仁美、高田麻里子、北村純子、石黒由加里、

梅沢清、八田育子、中川律子、中川久美子、瀬戸カオル、宮野くに子、横越和子、猪飼紀子、

新田由佳、飛田利子、氷見純子、竹井雅子、田中清子、大野彰子、原田加代、宮川しのぶ、

佐野泉、前佳子

スタッフおよび協力者 （敬称略）

ふくしまっ子チャレンジスクール2012



協賛金ご協力者 （敬称略）

◎西日本旅客鉄道労働組合 西日本JRバス地方本部 他金沢分会有志一同
◎㈱ユティック ◎すし寅 ◎㈱桶村設計
◎金澤ベンチャー倶楽部

アイアールプランニング㈱ ㈱サンウエルズ ㈱作造 ㈱ライフライン ㈱宗重商店
ナカハシ商事㈱ 荒木空調工業㈱ 中山歯科医院 ㈱金澤ロマン㈱インターステイト

◎ ㈲イー・アール ◎宮脇治療院 ◎コーケン㈱ ◎㈱やね屋 ◎鍛治建築 ◎安地建築
◎ササヤ ◎㈱ピコイ ◎高田商店 ◎㈱リョウ ◎松下正治 ◎ナカモリ電気工事
◎CROON ◎㈱くろかわ設備 ◎㈱長覚硝子建材店 ◎大福圧送㈱ ◎㈲藤田左官
◎先出谷板金工業㈱ ◎㈱大門システムズ ◎㈱ニューサンキュウ ◎㈱サナ ◎嶋田工健
◎花空間おかくら岡倉秀俊 ◎㈲ティー・エス・エー ◎楽農心友会 ◎水島郵便局御一同
◎田中屋薬局 ◎㈱ピーアイコーポレーション永藁祐一 ◎山本工務店 ◎安地工務店
◎アズマ建築 ◎㈱木村産業南店 ◎鳥本純平 ◎高木建築 ◎㈱作造 ◎㈱澤本商事
◎作造会 ◎川崎建築 ◎清水建築 ◎浅田建築 ◎村上建築 ◎石川ミルコン㈱
◎エコファーム奥野 ◎㈱金沢オーガニッククラブ ◎アサイ健康ライフセンター

≪企業・団体様≫

中川久美子 前佳子 四十万健一 雪の会 東北陸リンクラブ
東北ボランティアツアー参加者一同 新村知子 福岡明夫 金田まり江 澤本多日子
澤本悟博 須貝明美 辻本真吾 細川信喜 北和久 大道哲郎 山村一雅 中川律子
中川和宏 西野和也 佃栄一 瀬戸政浩 瀬戸カオル（カオル正體） 久保出律子

石渡長門ライブカンパ金 河岸博 飯島泰輔 川西美知子 渥美知里 西尾修一

川端真史 高柳栄利子 道花敬子 中敷和也 松林賢司 村井陽子 岩井繁樹 植茶泰男

SAWA会一同 永戸貴子 鈴木一輝 奈良勇 帆苅宏典 澤本三十四 川上梓 猪飼純市

礒野尚子 野川祐子 山本悟 砂塚博希 宮川しのぶ 村上雅子 中村仁美 石渡琢朗

矢地幸子 山崎玲子 恒川秀樹 川上万里子 石渡長門 中野正規 上篠誠 平岡純一郎

米村和子 中山吉明 高木直喜 黒保正幸 大和隆介 八田育子 石井誠志 富田敦子

山崎理恵 小野美保子 能田智子 山越衛 吉田修一 平田和喜夫・陽子 松岡美紀

小野薫三・則子 三谷利之 小幡真理子 田中幸子 尾栢由利江 三宮敦代 山崎健二

大野彰子 吉本哲 岡島由紀子 森小百合 高田麻里子 高森玲子 本城弘幸

「ふくしまをはなそう」一同 奥村久美子 橋本昌亮 本城直幸 北市由紀子 井波裕子

深澤和代 島野健太郎 藤井久美子 赤井由美子 吉谷道江 松本泰治 本橋誠一

木村真由美 南林奈美 山本充洋 大阪ナロップスクール 北靖久 浅野雄司 北和代

丸山英知 宮松まり子 高井善章

≪個人・グループ様≫

エコファーム奥野、㈱金沢オーガニッククラブ、アサイ健康ライフセンター、あさひ屋

ベーカリー、池田幸子、奥村久美子、谷口広治、四柳克美、谷内智子、望月進、山田憲昭

山屋、ふくしま・かなざわキッズ交流キャンプ

≪食材提供・現物ご寄付様≫

北國新聞社、畑中奈小美、こども福島、広告工房アピール、木崎馨雄、浅田正文、横山麻子

森田貴美子、ラジオ福島、ＮＰＯ法人ワンネススクール

≪その他募集活動その他にご協力いただいた方々≫

こころ暖まるご寄付、ご協力ほんとうにありがとうございました。

ふくしまっ子チャレンジスクール2012



ネット（子ども福島のＨＰ） ６

友人知人の紹介 ２

ラジオ １

チラシ ０

新聞 ０

放射能からの退避 ８

夏の思い出作り ５

行事に魅力を感じた ４

友達を作るため ４

石川県に行ってみたい ４

自然に親しませたい ３

キャッチコピーが気に入った ０

ぜひ参加したい ８

できれば参加したい １

参加したくない ０
とても良い ７

良い ２

普通 ０

悪い ０

ヨットクルーズ １２

水鉄砲づくり ８

能登島水族館 ８

金箔皿づくり ６

マジックショー ６

さよならコンサート ４

健民海浜プール ４

金沢散策 ４

キャンドルパーティー ３

内川公園あそび ２

ザリガニ釣り ２

バーベキュー １

英会話教室 ０

とてもおいしかった ５

おいしかった ３

普通だった １

おいしくなかった ０

とても良かった ６

良かった ３

普通だった ０

悪かった ０

参加者アンケート結果

参加１０家族中９家族さまより回答をいただきました。

①この事業を知った媒体は何でしたか？ ②参加の理由は何ですか？ 複数回答可

③来年開催された場合、参加したいですか？

⑤どの行事が良かったですか？複数回答可

④プログラム全般についてどうでしたか？

⑥食事についてどうでしたか？

⑦リーダーの指導は良かったでしょうか？

一番良かった行事に◎を付けてください。
（○は1点◎は３点で集計）
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ご父兄の感想

・バスから降りて、「ただいま」ではなく「楽しかったよ！！」が第一声でした。

こちらではほとんどできない外遊びはもちろん、普段できないことをたくさんできて

うれしかったみたいです。来年もまた参加させたいです。

・来年もしサマースクールを開催する場合メールにてお知らせいただきたいです。

ぜひ来年も参加させていただきたいです。

・他のキャンプより、アットホームな感じが私はとっても良かったと思います。

対応もとても丁寧で、初めてのキャンプでしたが、安心していかせることができました。

ただただ感謝しています。最高の思い出を作ってあげられたと思っております。

本当にありがとうございました。

・子供たちの日焼けの後は少し薄くなりましたが、思い出はまだまだ強く残っているようです。

・ヨットに乗り、イルカを見れたことに感動した！！

・みんなと仲良くなり、とても楽しかった。

・ジョセフくんとサイモンくんとビンセントくんなど、お世話になった方にまた会いたい。

・お別れのあいさつで岩井さんが泣かれたことに感動しました。

・また、クノキファミリーと一緒に過ごした時間はとても楽しかった。

・帰ってきてから淋しかった。金沢散策で行った金沢の街はとてもきれいでした。

・水鉄砲作りと金箔皿づくりで作った物は宝物です。一緒に参加した子どもたちとお友達

になってうれしかったです。

・とても楽しかった。

・金箔師に興味を持った。

・またチャレンジサマースクールに行きたいです。

・ビンセントとかサイモンに肩車してもらえてうれしいです。また行きたいです。楽しかったです。

・すごく楽しかった。

・おこづかい増やしてほしい。

・ジョセフとまた遊びたい。

・チャレンジスクールはとても楽しかった、また絶対行きたい。

参加子どもの感想

総じて高評価をいただいたことに素直に感謝いたします。今回の参加者はほとんどが「放射能から

子どもを守る福島ネットワーク」のホームページを見られた方で、ネット環境のない福島のご家庭に

対する呼びかけが今後の課題といえます。参加の動機は、やはり放射能からの退避が一番でした

が、夏の思い出作りや、友達づくりも上位に上げられているので、なんだか安心いたしました。親御

さんの感想で、また来年も参加させたいとの声が何人も寄せられていて感激いたしました。子ども

たちの感想にはクノキファミリーとまた遊びたいとの声が圧倒的に多くありました。アンケート結果、

感想を今後に生かしてもっと楽しくもっと愉快なチャレンジスクールにしていきたいと思います。また

来年お会いしましょう！

アンケート結果の考察
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