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3 月 30 日（金） 
曇りのち晴れ 

 
福島出発～武家屋敷到着 

まだ少し寒さの残る福島駅にバスが
到着。どうしてもお互いに緊張感が表
れるなかでのやり取りを経て、いよい
よキャンプに向けてバスが出発しま
す。 
当初は、上手くお互いに打ち解けてく
れるだろうかと心配して、レクリエー
ションなども予定していましたが、そ
の必要もないくらいあっという間に
仲良しになってくれました。 
単独で参加している子どももグルー
プの子どもが積極的に仲間に誘って
くれたおかげで、郡山に着く頃にはバ
スの中はワイワイガヤガヤ。 
郡山で残りのみんなを乗っけると東
京に向けて、長いバスの旅が始まりま
す。 
途中で今度のキャンプのお互いのニ
ックネームを決めました。 
交通事情の関係で、1時間程遅れてし
まいましたが、無事に今回のキャンプ
の宿泊施設、武家屋敷に到着しました。 
到着後にまず、『福島っこ元気村キャ
ンプ』の開村式を行いました。 
代表の園田さんからの挨拶と武家屋
敷を管理する太陽の家の久保田さん
から武家屋敷の簡単な説明がありま
した。 

 

 
 

武家屋敷について 
明治の富豪によって建てられた
屋敷。お侍さんが住んでいたわ
けではなく、戦後持ち主が変わ
り、高級料亭として利用された
際の呼び名。 
現在は NPO 法人日の出太陽の
家ボランティアセンターによっ
て管理され、ボランティア団体
の宿泊施設などとして活用され
ています。 



	  

ハンモック体験 
長い旅と少し固い話が済んだ所でハ
ンモックのワークショップが始まり
ました。 
まずはハンモックがどんな風な仕組
みになっているのか、どうやって取り
付ければ良いのかということをみん
なで覚えます。 
取り付けるための結び方をあっとい
う間に身につけてしまい早くも裏山
に遊びに行こうとする子どももいれ
ば、なかなか仕組みが飲み込めず繰り
返し挑戦する子どももいるといった
感じで、紐の結び方一つとっても個性
がよく出ていました。 
みんな一通り結び方を身につけたと
ころで、ようやくお待ちかねのハンモ
ックタイム。 
裏山へ着くと、二人一組になってハン
モックを取り付けていきます。 
みんな最初は恐る恐るといった感じ
で腰をかけていましたが、慣れてくる
に従って、バスでの長旅で溜め込んだ
鬱憤をぶつけるように、のびのびとハ
ンモックを満喫していました。 
日も暮れてきた所で、ハンモックを仕
舞い、武家屋敷へ戻りました。 
夕食は手巻き寿司。 
まだまだ遊び足りないといった余韻
を感じさせつつ、賑やかにお寿司を頬
張っていました。 
 

 
 

 
 
 
 
 
	  

スタッフからのコメント 
全国各地からご支援として届け
られた、たくさんの新鮮なお野
菜を使い、献立を考えました。
初日は子供達の緊張の様子もあ
りましたが、3 日目には「おか
わり」の声が連発し、たくさん
動いた後にたくさん食べる子供
達の笑顔がとても印象的でし
た。心から食べてくれることへ
の感謝の気持ちが湧きました。 
（食事担当 伊藤万菜美） 



3 月 31 日（土） 
曇りのち雨 

 
武家屋敷 

朝食を済ませると、朝はまず勉強から。 
それが終わったら、午前中は武家屋敷
でゆっくり遊ぶことに。 
昨日のハンモックでは物足りなかっ
た子どもたちは再び裏山へ。 
他にもハンモックのロープの作り方
を教えてもらったり、庭先で簡易製の
鉄棒を使ったりして遊びました。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スタッフからのコメント 
ハンモックの結び方を覚えて
二人一組で設置、体験しまし
た。 
ゆったり樹上を眺めたり、声を
上げてブランコしたり、いった
んもめんのハンモックにしが
みついて立ち乗りしたり、積極
的に楽しむ姿がとても印象的
でした。 
次回はもっと高い所でハンモ
ックに乗りたい！と希望する
子ども達の意欲を形に変えて
いきたいと思います。 
（ハンモック担当 みちや
ま） 



	  

大久野中学校 1日目 
午後はみんなで大久野中学校へ。 
あいにくの雨模様だったため、体育館
で遊ぶことになりました。 
中学校の生徒会の進行のもと、まずは
準備体操。 
続いて爆弾ゲーム。 
爆弾が爆発すると自己紹介すること
になります。 
中には何度も自己紹介することにな
った子も。 
 

 
 
そして最後はサッカー。 
狭いフィールドに広いゴールと大勢
のプレイヤーとが相まって、油断する
と即得点になる特殊ルール。 
いつの間にか、歳の差、学校の違いな
ど関係なく、チーム一丸となってボー
ルを追いかけていました。 
この後、瀬音の湯という近くを川が流
れる温泉で、運動の汗を流しました。 

 
 
続いてドッジボール。 
子どもたち、大久野中の中学生たち、
大人たち、全員が一緒になってコート
内を駆け回ります。 
途中からボールが二つに増え、ゲーム
も白熱してきます。 
最初は余裕をかましていた中学生や
大人たちもこの辺から本気になって
きました。 
 
 

 
 



4 月 1 日（日） 
晴れ 

 
カホン作り 

この日はカホン作りに挑戦しました。 
塾長の指導のもと、まずは組み立ての
ベースとなる線を引いていきます。 
少し細かい作業に、早くも断念しよう
とする子どももいましたが、なだめす
かしつつ、なんとか進めていきます。 
線引きが終わった所で、ネジで外枠を
組み立てていきます。 
電動ドライバーを使ったり、敢えて錐
で挑んだり、みんな思い思いの方法で
穴を開けていきます。 
その後、打面と穴の空いた面を取り付
け、最後に絵を描き完成です。 
 

カホン演奏会 
完成したカホンを持って裏山へ。 
ギターの演奏に合わせてみんなで演
奏会を行いました。 
夕暮れ近づく森の中に、元気あふれる
カホンの音色が反響していました。 

 

 
 
 

 
 

 
 

スタッフからのコメント 
秋田県能代産の天然杉間伐材
を使って、一つずつカホンとい
う箱形の打楽器を手作りしま
した。木の匂いや肌触りを感じ
てもらえたかな。 
集中してものづくりをしてい
るうちに、ドライバーや電動ド
リルの使い方を覚えて上手に
なっていく姿を見ると、子供の
成長の早さに驚かされます。 
森の中での演奏会も最高でし
た！またみんなでセッション
したいです。 
（カホン担当 八崎） 



	  

バーベキュー 
この日の夕ご飯はバーベキュー。 
まずは炭焼きのおじいさんたちに手
伝ってもらって、竹を切り、組み上げ
て作ったキャンプファイヤーに点火
しました。 
思っていた以上に燃え上がる炎に少
しびっくりしていました。 
間もなくバーベキューも開始。 
 
 

 
 
 

太陽の家 
この日の最後に、太陽の家の入居者の
方達に今日のカホンの成果を見せる
ことになりました。 
戸惑いつつも演奏している内に、次第
に盛り上がってきて、最後の方には入
居者の方が歌う歌の伴奏をしました。 

 
 
	  

これがみんな食べる食べる。 
育ち盛りなのか、お肉が好きなのか、
もの凄いペースで平らげていました。 
バーベキューの合間にも火遊びした
り、裏山に椎茸を取りに出かけたりし
ました。 
〆はマシュマロ。これはお肉以上にみ
んな夢中になっていました。 
 
	  

	  
	  

	  

	  



4 月 2 日（月） 
晴れ 

 
植樹 

キャンプも半ばを過ぎて、みんなすっ
かり環境に馴染んできた頃、この日は
まずは三ツ沢山に植樹に向かいまし
た。 
結構急な斜面ですが、みんな特に怖が
る素振りも見せず、ずんずんと登って
いきました。 
その後、一人一本ずつ木を植えました。 
大人になった時に、大きくなったこの
木を改めて見にくる機会が設けられ
ると良いですね。 
 

滝本 
植樹を終えると滝本へ向かいました。 
滝本に到着するや否や、みんな近くを
流れる川へと駆け下りていきました。 
まだ水が冷たいので中に入ったりす
ることは出来ませんでしたが、普段出
来ない川遊びを目一杯楽しんでいま
した。 
夏は思いっきり泳いだりできるよう
にしたいところです。 
この日のお昼はカレーライス。 
品川区山中小学校の PTA の方達が作
ってくれました。 

 

三ツ沢山について 
その一部がみんなの森財団によ
って買い取られ、皆伐や植樹な
どの整備が行われています。 
将来的には「景観の森」として
多様な木々が生い茂る森にして
いく予定です。 



	  

その山中小学校の子どもたちも交え
て、午後も滝本で過ごしました。 
滝本の良い所はその開放感。 
基本的に何をしても良いのでみんな
思い思いの方法で遊んでいました。 
川でダムを作ったり、木登りしたり、
裏山に探検に出かけたり、ゆず畑の斜
面を使ってけいどろをしたり、烏骨鶏
と戯れたり、キャンプファイアに火を
つけたり。 
他にも並行していくつかのワークシ
ョップも行われました。 
例えばパン作り。 
女の子たちに大盛況と思いきや、意外
にも男の子たちが夢中になっていま
した。 
粘土みたいな感覚でいろんな形のパ
ンを作っていました。 
他にも紙すきの先生の指導のもと、紙
すきをしました。 
普通の紙すきとは違って、紙の表面を
自由にデザインできるので、みんな思
い思いの絵を描いていました。 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

滝本について 
250 年程前に御嶽神社へ向かう
登山客を相手にするために立て
られて古民家。 
現在は花咲き村によって管理さ
れ、宿泊、研修施設として利用
されています。 



4 月 3 日（火） 
曇りのち雨 

 
大久野中学校 2日目 

再び大久野中学校へ。 
この日は午後から天気が崩れるので
すが、午前中はなんとか保ってくれた
ので、グランドで遊ぶことが出来まし
た。 
準備運動の後にまず始まったのが三
色鬼ごっこ。 
赤組が青組を、青組が黄組を、黄組が
赤組を捕まえることが出来るという
ルールです。 
油断して追い回していると、いつの間
にか自分が捕まっていたりと、なかな
か気が抜けないゲームでした。 
休憩後、アマゾン川を渡れというボー
ル当てゲームをしたあと、もうほとん
ど毎日やっている気がしますが、お馴
染みのけいどろが始まりました。 
最初は交互に警察と泥棒を交代しな
がらの一進一退という感じでしたが、
最終回に大久野中のサッカー部が泥
棒として乱入するに至って状況は一
変。 
コイツら速い。速すぎる。 
大人でさえあっさり引き離す泥棒た
ちには本気で参りました。 
 
 

 

 

 
 
 



	  

 
最後に色紙でメッセージを交換。 
色紙に書かれたメッセージこそシン
プルでしたが、この二日間で交換しあ
ったものは、それだけではなかったよ
うに思えました。 
大久野中学校の皆さん、夏もよろしく。 
 

 
 

若駒の郷 
午後は若駒の郷へ。 
まずはみんなで順番にポニーに乗り
ました。 
しかし、ポニー以上に兎や鶏が大人気。 
中には既に飼い主のようになってい
る子も。 
天気は荒れ模様でしたが、なんだかみ
んなほっこりした気分でこの日を過
ごすことが出来ました。 

 
 

 

 
 

若駒の郷について 
乗馬療法を行っている施設。 
ポニーの他にも兎、鶏、鴨、猫、
犬などが暮らしているちょっとし
た動物王国。 
福島から避難してきている馬もい
ます。 



4 月 4 日（水） 
晴れ 

 
修学旅行 

この日は都内中心部への修学旅行。準
備を整えるとバスに乗ります。東京駅
に着いたら、目的地ごとのグループに
分かれて行動しました。 
 

上野 
東京駅でバスで到着した子ども達と
合流。みんなで切符を買って電車に乗
って上野動物園へ。車内では AKB の
話とか。（3人ともAKBはあんまりー
って話） 
上野駅着。駅から動物園へ向かうと途
中、駅前で原発反対の署名活動をいて
いる人をみかけ、「おれらのためにみ
んな頑張ってくれてるんだね」という
ので、（署名活動をいている人たちの
趣旨とか団体とかよくわかんなかっ
たけど）「そしたら、ありがとうって
言っておこうか」と言ったら直接では
なく遠巻きに「ありがとう」と言って
た。 
上野動物園は入場券売り場大渋滞で
びっくり（春休み＋桜で）。園内では、
人がたくさんいたのと、動物がどれも
あまり元気でなかったので実際楽し
めたかどうかよく分らないですが、岩
陰に動物が見えるみたい？とわかる
と一所懸命見ようとしてた。のわりに

は、前田さんが「おまえら、もういい
のかよー」とこぼすほど、子ども達は、
さくさくさくさく「次ー！」と駆け足
で見て回る。 

 
子ども達は代わりばんこにデジカメ
を使って動物たちを撮ってたのです
が、キリンのところでデジカメの取り
合いになって雄大くんと哉汰くんと
でちょっとケンカになったとき、響来
くんがぽつっと「両方とも悪いと思う
よ」とつぶやきつつも、そのあとふた
りを仲直りさせてくれてた。 
ちょっとぎくしゃくしつつも哉汰く
んが見たいという爬虫類館へ行き、園
内のおみやげ屋さんで、3人とも家族
や親戚用に一所懸命おみやげを選ん
でました。そのあと、みんなでアイス
を食べて、雷門へ向かうために駅へ。 
浅草雷門到着。仲見世で最後のおみや



	  

げ物色。「ワンピースのがほしい」と
いう子ども達に「ここでしか買えない
ものにしようよ」という前田さん。店
頭に、雷門チョッパーのストラップと
いう、ご当地ものワンピースグッズを
発見！ 最後のお小遣いをはたいて
購入し、みんなと合流。 

 
浅草 

浅草に向かったグループはまず、もん
じゃ焼き屋で昼食。 
もんじゃ焼きは初めてという子もい
ましたが、こちらが思っていた以上に
気に入ってくれたようでした。 
その後、花屋敷に移動。 
絶叫マシーンではみんな大興奮。 
小さな遊園地ですが、かなり迫力があ
りました。 

 
お化け屋敷ではいつもは強がってい
る年長の男の子達が、結構怖がってい
たのは、別の一面が見れて楽しかった
です。 
もうちょっと遊びたい所でしたが、集

合時間が近づいていたので、仲見世で
おみやげを買って、ソフトクリームを
食べてから合流しました。 
 

秋葉原 
スタッフは東京駅で合流し、まずは東
京駅B1階にある「東京キャラクター
ストリート」に行き、そこで要望のあ
ったレゴブロックのお店に。 
秋葉原に移動し、ゲームセンター組と
ドン・キホーテ組に分かれて行動し、
「アニメイト」で再び合流し、そこで
ガラスケースに入っているカードに
釘づけになる。 
メイド服のお姉さんに興味を示すこ
となく、秋葉原から浅草へ移動開始。 
浅草に到着し、みんなと合流してから
浅草寺へお参り。あれだけ落ち着きな
くウロチョロしていたのに、お参りす
る時は真剣にじっと祈っていたのが
印象的だった。 



原宿 
東京駅を11過ぎに出発してまずは修
学旅行の目玉である、原宿のＡＫＢ
48のオフィシャルショップへ行きま
した。 
到着したのは12時頃まず腹ごしらえ
でマクドナルドを食べました。 
腹ごしらえがすんだらＡＫＢ48ショ
ップへ！！子供達はそれぞれの押し
メンのグッズを真剣に見てました。 
ＡＫＢ48ショップを出た後は原宿名
物クレープを食べ原宿を後にしまし
た。 
その後は渋谷まで歩いて移動しまし
た。途中今度はＳＫＥ48ショップに
立ち寄ったりしました。 
渋谷のスクランブル交差点を渡り、ハ
チ公・モヤイ像の前で記念撮影をし、
渋谷を後にして、浅草へ向かいみんな
と合流しました。 

	  
 
 
 

集合写真 
全員浅草の雷門前に集合後、浅草寺境
内のスカイツリーが見える場所で記
念写真を撮りました。 
	  

 
	  

	  
	  



4 月 5 日（水） 
晴れ 

 
いよいよキャンプも最終日。 
みんな残りの時間を惜しむようには
しゃぎ回っていました。 
閉村式の後、バスに乗り込みます。 
帰りのバスは来た時よりもちょっと
大きいので、みんなゆったり座れまし
た。 
そのおかげもあってか、みんなバスの
中でも元気一杯。 
昼食をとったサービスエリアの公園
でも遊び続ける位、パワーが有り余っ
ているという感じでした。 
その後、何事もなく無事郡山、福島ま
で着くことができました。 
また会える時を楽しみにしています。 
その時まで、バイバイ。 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



	  


