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保養参加者の声 ～延べ 9000人以上が「保養を続けてほしい」～ 
※これらは、すべての福島の方を代表する声ではありません。しかし一定数の方がいまも原発事故由来の汚染に不安を持って生活をしています。 

 

 

【うけいれ先：石川県】――――――――――――――――――――――――――――――  

①子ども、福島県より参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【うけいれ先：兵庫県】保護者同伴保養――――――――――――――――――――――― 

②保護者／女性、2016 年 夏、福島県いわき市より参加 

当時、まだ生後 3 ヶ月の赤ちゃんだった娘も、元気いっぱいの 5 歳の女の子に成長しています。あの頃

の大混乱を思えば、私たち家族の住む福島県いわき市は、元に戻ってきているように思われるのだろう

と感じています。ですが、確実に変わってしまったことがあります。公共施設の敷地内に当たり前のよ

うにある放射線測定器。ローカルニュースや新聞、ラジオでは今でも放射線の値が毎日報じられていま

す。目では見ることのできない放射能ですが、それは確実に私たちの暮らしの中に、心の中に棲みつい

てしまいました。その中で、子どもを持つ親としては、子どもに対する放射線のリスクをどうしたら減

らせるのか、なくせるのかという事を悩み考え、苦心してきた 5 年半でした。 

いわき市は、高濃度に汚染された地域と比べると、数値的にリスクがあるようには捉えられていません。

いわきは大丈夫。ここに住む私たちはそのように考えることを求められているように感じています。 

生きていく中で、生きるためのリスクを全て無くすことは不可能なのは十分わかっているつもりです。

ですが、今回の事故による放射能の拡散は、元々私たちが抱えなければいけないリスクではなかったは

ずです。そして、そのリスクの発生源が未だに十分に収束していない状況そのものが、子どもを育てる

うえで、子どもが成長するうえでのリスクとなっているのだと、感じています。 

みなさんは「新緑の中で深呼吸することにためらったことはありますか？」「散歩の途中、道ばたに咲

く花を摘む子どもの姿に、複雑な思いになったりしますか？」「落ち葉のふかふか絨毯で遊ぶ楽しそう

な子どもの姿を見て、悲しい気持ちになったことはありますか？」 

私は子どもの頃、山の中を転げまわるようにして友達と遊んでいました。きれいな花を摘み、甘い花の

蜜を口にしていました。夏休みは真っ黒に日焼けするまで海で遊びました。祖父母の畑を手伝って、採
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れたての野菜をほおばると太陽みたいな味がしたこと。そうやっていわきで育ちました。でも今、私の

子どもにはこの土地から離れることでやっと、これらのことを経験させてあげられています。手に届く

ところにある自然では、それがかなわないのです。 

それでも、この地で生きて行く子どもたち。おそらく放射線が身近にあるのが当たり前という感覚を持

って成長していくのだと思います。ただ、私としてはこの地で育ったことに誇りを持って成長してくれ

ることを望みたいのです。 

そして、なにより健やかに成長してゆけること。その進む道々が、偏見や差別のない社会でありますよ

うに。ただただ、そうであってほしいと願っています。 

 

③保護者／女性、2016 年夏、福島県福島市より参加 

我が家は、6 人家族で今回主人とお姉ちゃんはお留守番でした。お姉ちゃんを一番連れてきたかった。

震災当時 5 歳で、大好きな外遊びも砂遊びも自転車に上手に乗れる年齢なのに乗れない。一番楽しく自

由に遊びたい時期にたくさん我慢をさせてきました。 

震災後から放射能のことがすごく心配で、外にも出れない、食事はどうしようとか。わからないなりに

沢山の人と向き合い、交流会や講演会に参加をして学んだことが保養です。やっぱり福島が大好きで福

島から離れたいけど離れられず･･･たくさん話し合いをして家族は離れてはいけないという結果になり、

家族仲良く生活をしている状況です。 

まずは、親として出来ることをしてあげたい。あの時こうすれば良かった。と後悔はしたくないので。 

今回、この保養へ初めて参加をして、たくさんのスタッフさんの心温かい言葉、食事。おもいっきり外

遊びや BBQ、ヤギさんとの触れ合い。福島では出来ないことがたくさんできて、子供の笑顔を見て本当

に連れてこれて良かったなぁと思いました。とくに、収穫したばかりの野菜は美味しかったです。そし

て今回参加して出会ったメンバーのみなさん、初めましてって感じではなく、すごく自然体の自分でい

れました。 

福島の方では、声を上げたくてもなかなか上げられなくて。でも、とても熱く運動して下さっている方

達に本当にありがたいと思っております。これからもよろしくお願いします。自然いっぱいの篠山サイ

コーでした。 

 

④保護者／女性、2016 年夏、福島県より参加 

震災当時小学1年だった息子は今、中学1年になりました。原発は最悪な状況のまま変わっていません。

人間が作ったものなのに、人間が後始末をすることができない、私はおかしいと思います。安全とは何

か教えて下さい。 

震災前は美味しかった水道水を飲み、地元のお米、野菜、果物、牛乳、山で取れる茸や魚、全部食べて

いました。今はお水を買っています。月 15,000 円くらいかかります。山菜は今も山で取って食べては

いけません。自分で山で採って食べていた場合、誰も責任は取ってくれません。 
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子供達も外で遊ぶ機会も少なくなりました。私は、この保養に参加できたこと本当に感謝しています。

川で魚を捕まえたり、水道のお水が飲めたり、外で安心して虫などを捕まえたり、福島ではできないの

で。今まで当たり前に遊んでいたことが当たり前ではないから。本当に貴重な経験をありがとうござい

ました！ 

 

⑤保護者／女性、2016 年夏、福島県白河市より参加 

震災直後のこと。不安な生活を半年間送っていました。一刻も早く その場から立ち去りたくても、仕

事のことや、長期休暇を取ることも出来ず、逃げ出すことも出来ず、ストレスが溜まっていたのを覚え

ています。常にアンテナを張り巡らせ、危険信号をキャッチする毎日。さすがに私も嫌気がさしこのま

ま丸ごと違う場所へ移り住んだらどんなに、楽だろうと考え始めました。 

そんな時に出会ったのが、夏休み中福島から遠く離れた場所への保養企画でした。保養企画参加後、や

はり戻るのに抵抗があり自主避難を母子でした訳ですが、経済面や精神面、育児の負担などが多くがむ

しゃらに生活する毎日。唯一の心の拠り所は、娘達が楽しく学校や幼稚園に通ってくれている事でした。 

除染が進んだ事や次女の幼稚園卒園を機に、福島に覚悟を決め戻ってきました。ですが、除染が進んで

前より安全な福島だからと言っても、本当の所は誰もわかりません。 

2016 年夏は、ちょうど育児休暇中という事もあり、子供たちにのびのび遊んでもらう絶好のチャンス

でした。 そして運良く見つけ参加させてもらうことが出来たこの保養！！ 無理のないスケジュール、

安心安全な遊び場にアットホームなスタッフの皆さん、0 歳の子を連れて参加しても全く気にならない

ような環境。子供たちのキラキラした顔を見ただけで、本当に来てよかったと思いました。 

私たちのように「何とかしたいけれど、家族のこと、家のこと、仕事のこと、主人のことなどで、避難

したいができない」そう心のどこかで思っている方はまだまだ沢山いると思います。そんな悩めるママ

たちの集いの場所でこれからも有り続けて欲しいと思います。 

ゆる～い感じのこの保養！！本当に感謝しております！！ 

  

 

【うけいれ先：北海道】保護者同伴の保養―――――――――――――――――――――― 

⑥保護者／女性、2014 年 冬、福島県伊達郡より参加 

少しでも長く放射能から遠ざかりたい、子どもを離したいと思い、保養に参加しました。 

途中参加ということもあり、皆さんと合流するときは不安でしたが、お寺に入ると暖かく迎え入れてく

れてホッとしました。ひと時でも福島でのストレス一杯の生活から離れることができて、命の洗濯がで

きました。公的な支援は望めそうにありませんし、残念ながら放射能による被害は終わったことのよう

にされています。まだ私たちの所は除染の計画すらないのに、悔しい思いです。 

これからもこのような企画が永く続くように願っています。 
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⑦子ども／女性、2014 年 冬、福島県福島市より参加 

今回保養に参加して、楽しい思い出がたくさんできました。特にソリすべりが楽しくて、すべっている

時の風がとても気持ちよかったです。久しぶりにみんなでのびのび外で遊ぶことができました。 

こんな機会はなかなか無いので、自分でもいい体験ができたと思います。この思い出を心の片すみに残

して、なんとか福島で生活していきたいと思います。 

 

⑧保護者／男性、2015 年 夏、福島県伊達郡より参加 

保養の主催者が集まる相談会では、ほとんどの保養が「母子」対象だったのですが、この企画はお父さ

んも良いですよ、と言っていただいて参加しました。 

私自身初めての北海道で、自然や歴史など見るものすべてが新鮮で、ただただ感動しました。宿泊先の

方には大変親切にしていただき、７日間の生活も不自由することなく快適に過ごせました。夏の北海道

は非常に涼しくてジメジメしていないので、ずっと住んでいたいくらいです。妻も「住んでもいいかも」

と言っています。必ずまた、北海道に来たいと思います。 

 

⑨保護者／女性、2015 年 冬、福島県福島市より参加 

震災当時小学校１年生だった子どもは６年生になり、時の流れを感じますが、それでも福島の私たちに

思いを寄せて下さる皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです。今回で４回目の保養参加となりました。以

前お世話になった、懐かしい方との再会できたことをうれしく思います。 

雪が降りしきる中でソリすべりやかまくら作り楽しそうに遊ぶ子どもたちの姿に安心しました。 

うけいれ先のご住職たちが福島を気にかけて何度も訪れて下さっているということ、とても有り難く感

じます。たくさんの楽しい思い出をいただいたこと、離れていても私たちを応援してくださる皆さんに

感謝いたします。 

 

⑩子ども／男性、2016 年 冬、福島県福島市より参加 

北海道にくることができて本当によかったです。 

みんなでお寺に泊って、スキー場に連れて行ってもらい、雪でたくさん遊べました。雪合戦をしたり、

雪の上にねころんだり福島ではできないことができて良かったです。北海道のみんなのおかげで今まで

で一番楽しい冬休みになりました。また来たいです。ありがとうございました。 

 

【うけいれ先：青森県】保護者同伴の保養―――――――――――――――――――――― 

⑪保護者と子ども、2016 年 春、福島県より参加 

子どもだけのキャンプは、兄弟の年齢差があり一緒に参加できず、子どもも不安に思ったりしたことも

あり、家族一緒の保養支援は助かっています。子どもキャンプとともに家族保養もありがたいです。 
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【うけいれ先：新潟県】保護者同伴保養、子どものみ参加保養、保養滞在施設運営―――――――― 

⑫保護者／女性、2015 年 夏、福島県福島市より参加 

天気にも恵まれ、暑過ぎず放射線を気にする事もなく快適にのびのびと外での活動ができました。 

震災以来、海に行く機会が減っていましたが、日本海の海で地引網、取れたての揚げたてお魚の朝食は

絶品でした。久しぶりの海水浴に子供達は大はしゃぎで、まだ帰りたくないと言うほどでした。 

 

⑬保護者／女性、2015 年 夏、福島県郡山市より参加 

福島では、住宅街や道路、公園などの除染が進んではいますが、所々でホットスポットが見つかってい

たり不安が多いです。身近にある川や山、海などは汚染が心配なので遊ばせることができません。こう

いった保養に参加することで、少しでも自然の中で思いっきり遊ぶという経験を子供達にさせてあげた

いなと思っています。これからもこのような保養プログラムが続いて欲しいなと願っています。  

福島の子どもたちに寄り添って、このような保養プログラムを企画してくださいまして本当ありがとう

ございました。また機会がありましたら、参加したいです。 

 

⑭子ども／女性、2015 年夏、福島県郡山市より参加 

はじめは保養キャンプの意味がわかりませんでしたが、福島からはなれてのびのびあそぶことができて

うれしかったです。また、スタッフさんやボランティアの方にお世話になったりたくさんの人が協力し

てキャンプに参加できることがわかってうれしかったです。 

 

⑮保護者／女性、2015 年夏、福島県福島市より参加 

今までに参加した保養は主催者の方が、プログラムを組んでくださり受け身で過ごすことが多かったた

めか、他のお母さんたちとの交流もあまりなかったように思います。今回お母さんたち、ボランティア

の方たちと一緒に活動していく中で一体感が生まれてとてもよい経験ができました。 

 

⑯保護者／女性、2015 年 夏、福島県福島市より参加 

今回の保養で、福島に住むお持ちのお母さんとお会いし、お話しできたことはとてもうれしく有意義な

時間を過ごせました。今年は５か所くらい応募しましたがすべて外れました。小学生と保護者のみ、子

どもは２名までなど条件が合いませんでした。保養先を毎日調べていました。需要があると思います。 

 

【うけいれ先：長野県】保護者同伴保養、子どものみ参加保養、保養滞在施設運営―――― 

⑰保護者／女性、2016 年、福島県福島市より参加 

震災から５年が経ちました。悩みながら迷いながら、恐る恐る過ごしてきた５年間でした。その間たく

さんの支援をいただき、元気に生活しています。今年は 3 度目の参加で、子供たちも大きくなり、友達
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も一緒に加わりました。保養キャンプでは、出会いと別れ、様々な体験をして成長してきました。共同

生活は、かけがえの無い時間となりました。今回のキャンプは、親の私にとっても、日常の不安から解

放されたひとときでした。知っているスタッフの方々と話すことで、不安が小さくなったり、勇気をい

ただいたり、ほっとしてリラックスすることができました。子供たちもそれぞれが自由にリラックスし

過ごすことができました。あいにくの雨降りで、思ったよりも外で過ごすことができず残念でした。そ

れでも本を読んだり、体育館で体を動かしたりと自分たちで考えて行動できました。毎日飽きることな

く、あっという間の６日間でした。長野県の自然とおいしい食べ物、そして何より長野県のあたたかい

気持ちをもった方々に、心も身体も元気をいただいて、福島に戻りました。ありがとうございました。 

 

⑱保護者／女性、2016 年、福島県伊達市より参加 

原発事故当時、私は妊娠していました。母乳からも粉ミルクからもセシウムが検出され、産まれてきた

赤子に何を与えて良いか悩みました。妊娠すると、たいていの女性は、お酒をやめカフェインを控え、

少しでも栄養のあるものをと考え、生活を見直すものです。放射能は、その気持ちをズタボロにかき乱

し、直ちに問題ないと土足で踏みにじりました。いつまでも被害者ではいられません。こうやって助け

てもらったら、その気持ちは大切にしたいし、いつか自分も、人に手を差しのべる人間になりたいと思

います。ただ、今はこの保養が、私や子供たちの生きる力になっているのは事実です。心の底から感謝

していますし、続いてくれたらいいなぁと思っています。「一人じゃないよ、がんばってね」と言って

いただいて、本当にうれしいです。ありがとうございます。全くお金が無い訳ではないので、保養では

なく、自分で県外に出ることも可能ではあります。 

でもなぜ保養なのか？それは、子供は一人では成長できないからです。色々な人と関わって、はじめて

変わるのです。地域やつながりから離れて逃げるのは、難しいのが現実なんです。保養であれば、放射

能からも一時離れられ、地域ともつながりながら、共同で昔のように地域で子供を見守ることができま

す。でも保養はどんどん減ってきているので、参加できることが本当にありがたいです。 

 

⑲保護者／女性、2015 年、福島県本宮市より参加 

キャンプとても楽しかったです。スケジュールが５泊６日で、1 日に沢山詰め込んでなく、ゆったりと

過ごせました。子供のための保養で申込みましたが、私のための保養にもなりました。飯綱・戸隠のキ

ャンプ場は涼しく、子供たちもアスレチックに夢中になったり、草笛を吹いていました。福島では草笛

も花のミツ吸いもできないので、良い経験となりました。私たちは、震災後すぐから、３年間母子避難

していました。子供らしい普通の暮らしがしたくて避難しましたが、やはり家族一緒に暮らす事を優先

し、福島へ戻りました。福島で放射能と向き合って暮らさなくてはいけません。しかし、放射能の影響

も考え方は様々で、保養を否定する人もいます。私と同じように放射能に不安な人はいるので、保養た

いへんでしょうが頑張って下さい。現在発表されている空間放射線量は除染済みの所で、かなり低くな

った値ですが、子供たちが普段遊びたがる身近な草むらや未舗装道は、私が住んでいる所で毎時 0.6 マ
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イクロシーベルト前後です。除染された公園は毎時 0.2μSv 前後ですが、同じ公園内でもホットスポッ

トとなる場所があり、毎時 0.5μSv あります。 

 

⑳保護者／女性、2015 年、福島県田村市より参加 

原発事故から４年以上が経過していますが、この間子どもへの放射能の影響を考えない日はありません

でした。空間線量については、除染をしても一時的に減少は見られるものの、また上昇する恐れがあり

ますし、何より子どもに食べさせるものについては、毎日毎食気を使わなければなりません。そのよう

な生活の中で、このサマーキャンプ期間中は何の心配もなく、伸び伸びと楽しむことができました。子

どもたちが外で思い切り遊ぶ姿を見て、とても幸せな気持ちになりました。キャンプ中は、じゃがいも

掘り、プール遊び、牧場、アスレチック、花火など盛りだくさんの内容で、長野の夏を目いっぱい体験

することができました。このキャンプを通して、長野県の素晴らしさ、スタッフの皆様の心のこもった

ご支援を身に染みて感じることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。我々家族に一生の思い出をくだ

さり、本当にありがとうございました。 

 

㉑保護者／女性、2014 年、福島県いわき市より参加 

自分の子は自分で守らなければいけないので、春休みと夏休みは長期で保養に出掛けようかと思ってい

ます。友達でも話せる人と話せない人と分けて話しをしています。周りや近所には、保養に行ったり放

射能などのことを気にしているお母さんたちがいるので、『夏はどこに行く？』とか情報交換をしたり

しておしゃべりができ、ストレスにならず続けていられるのだと思います。友達と保養に出掛けたり、

野菜なども県外から取り寄せたりしています。何を信じていいのか分からないですが、親だから自分で

決めなくてはいけないし、できることはやらなくてはと思っています。今回は遠くて、友達も来られな

くて迷いましたが、来て良かったと思います。 

 

 

【うけいれ先：千葉県】子どものみ参加保養――――――――――――――――――――― 

㉒子ども／女性、2016 年夏、福島県いわき市より参加 

ドキドキで参加したけど泳ぎを教えてもらったり、犬とも仲良くなったりして楽しかった。最高でした。

  

㉓子ども／男性、2016 夏、福島市より参加 

海でシュノーケルで魚を見たことが楽しかった。家の周りではほとんどできないことがたくさんあって

とっても楽しかった。 

 

㉔子ども／女性、2014 年夏、福島市より参加 

今年のキャンプでもう 6 回目。私はずーと参加していますが、気になっていたことがあって、スタッフ

の〇〇さんに聞きました。このキャンプのきっかけです。 
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〇〇サンは「放射能の被害にあった福島の〇〇クラブの子どもたちを元気にしたいとの思いからはじま

った」と話してくれました。私は胸がいっぱいになりました。私は震災から福島が少しイヤになってい

ました。そんな時にキャンプが始まり、私は放射能から離れられるし友達と楽しく遊べると思い参加し

ました。そして、思った通りとても楽しくて思い切り走りまわったり、海で泳いだりすごく元気づけら

れました。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。 

私は将来、このような活動をしたいと思いました。スタッフとして参加させてください。 

 

㉕子どもと一緒／保護者／女性、2014 年春、福島市より参加 

一度汚染された土や草花、木はそのまま身近にあるため、野の花を摘むことや草むらに寝転がることは

できません。親が情報を得て子どもたちの日々の生活も気を付けていかなければなりません。 

今回のキャンプでは自然の中を駆けまわったり浜辺を探検するなど様々な体験を通して子どもたちは

大きく成長することができました。 

 

㉖保護者／男性、2014 夏、福島市より参加 

子どもたちは親戚の家に遊びに来ているような感覚でキャンプに来ていることが分かった。親と旅行す

るのとは違って自分たちだけの自由と冒険は格別なものなのではないでしょうか？たくさんの楽しそ

うな笑顔を見ることができました。 

 

 

【うけいれ先：三重県】保護者同伴保養――――――――――――――――――――――― 

㉗保護者／女性、2016 年～2017 年年末年始（冬）、福島県福島市より参加 

楽しい年末年始を過ごす事ができました。毎日福島で暮らしていてちょっぴり疲れていましたが、三重

でリセットできました。参加されたご家族に出会えたことも本当にうれしいことでした。また、来ます

ね！ 

 

㉘保護者／女性、2016 年～2017 年年末年始（冬）、福島県福島市より参加 

子ども達がのびのび過ごせ、大人もゆっくり休むことができました。みなさまの優しさに心が温まりま

した。ごはんもおいしかったです。ありがとうございました。 

 

㉙子ども／女性、2016 年～2017 年年末年始（冬）、福島県福島市より参加 

うみでかいを拾ったりして、楽しかったです。ごはんもおいしかったです。また、来ます。 

 

㉚保護者／男性、2016 年～2017 年年末年始（冬）、福島県福島市より参加 

色々と楽しい想い出をありがとうございました。子どもの体調が悪くなった時も、親切にしていただき

ありがとうございました。また、遊びに行きたいです。 
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㉛保護者／女性、2016 年～2017 年年末年始（冬）、福島県いわき市より参加 

年末年始、はじめて保養に参加させていただきました。会のみなさんには、子どもはもちろん、大人も

楽しませてもらえる毎日の行程で、朝早くから夜遅くまでお世話になりました。海へ散歩に行きシーグ

ラスを大喜びで抱かえてきて、釣りへ行って、初めて釣れるという経験もできたり、息子たちは毎日毎

日とても楽しく過ごしていました。他の保護者のみなさんともゆっくりと濃く楽しい時間を過ごせ、充

実感でいっぱいです。 

たくさんの幸せをいただき、本当にありがとうございました。また、お会いできる日を楽しみに… 

 

【うけいれ先：三重県】保護者同伴保養―――――――――――――――――――――― 

㉜保護者／女性、2016 年夏、福島市から山形県南陽市に避難中 

子供たちのことはもちろん、お母さんの心や体のことをとても大切にして下さる保養プログラムだなと

思いました。やっぱり、お母さんが元気じゃないと子供を守れませんものね… それをすごく大切に考

えて下さっていると感じ、本当にうれしかったです。お世話になりました。ありがとうございました。

  

㉝保護者／女性、2016 年夏、大熊町から東京都新宿区へ避難中 

キャンプを実行するのは本当に大変なことで、さらに私達や子供達によろこんでもらおうとたくさんの

企画。本当に本当にありがとうございました。心のそこからいやされ、楽しむことができました。只や

はり集団生活、つかれる場面も多くありました。またみなさま方にお会いできるように私もがんばりた

いです。このキャンプを何らかの形で応援できればと思っています。ありがとうございました。 

    

 

【うけいれ先：香川県】2014 年夏までは子どものみと保護者同伴。2014 年冬からは子どものみ――――― 

㉞子ども／女性（中 1）、2011 年夏、二本松市より参加 

保養で仲良しになった子が「3.11 がなかった時に戻りたい」と言ったとき、「3.11 がなかったら皆と出

会えなかった」と言ったら、「じゃあ、いいか」という話になった。保養が 3.11 より大きな大切な思い

出になった。 

 

㉟子ども／男性（小 5）、2011 年夏、郡山市より参加 

母親からのメール 

「郡山でバスを降りて、福島に向かうバスを見送るとき、私の陰に隠れるようにしていました。よく見

ると目から大粒の涙がボタボタと流れていました。帰りの車の中で『みんな家族だったんだ』と話して

くれました」  
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㊱保護者／女性、2011 年夏、福島市より参加 

色々悩んでばかりだったが、福島を離れてみて、福島のことを外から見ることができた。 

 

㊲子ども／男性、2015 年夏、いわき市より参加 

保護者からの手紙 

「福島に戻った息子が浅黒く少し生意気に、口数が多くなっていることに驚きました。気の弱い息子が、

香川県での体験の中で自分に自信をつけたのか、たくましくなって帰ってきたように思えました」 

 

㊳子ども／男性、2015 年冬、福島県西郷村より参加 

香川でボランティアとして炊き出しをしてくれた消防士さんたちのような、相手の立場に立ち、相手の

気持ちによりそうことができる大人になりたい、という将来の夢を持つことができた。 

 

 

【うけいれ先：沖縄県】―――――――――――――――――――――――――――――― 

㊴保護者／女性、2016 年冬、福島県より参加 

自然の多い環境で生活できるだけでありがたいのに、様々なプログラムも用意していただき、貴重な経

験ができました。私自身放射能の不安から解放されて、心からリラックスできましたし、子どもたちも

毎日楽しくて仕方がない様子でした。チャンスがあれば何度でもお世話になりたいです。  

 

㊵保護者／女性、2016 年秋、福島県より参加 

何も気にせず、おもいっきり、キレイな空気を吸い込んで、たくさんの自然にふれあい、健康的な食事

を食べ、子供の成長期に、心身共に健全に育ち、集団生活の中でルールを知り、知らないお友達と交流

することで得られる、とても貴重な時間でした。そして、スタッフさん、ボランティアさんの働きや優

しさにふれて、誰かの為に今度は自分がと、相手を思いやる心を持てる人になってくれればいいなと思

いました。また、風化しつつある現状の中、日々の生活の中で、放射能という言葉もあまり口にしなく

なった今、この保養に来て、専門の先生の中で、専門の先生に直接お話しが聞けて、質問できたり、正

しい知識が得られるというのは、本当に本当に不安ばかりな中で、とてもありがたく、大きな意義のあ

る時間でした。この保養は、私達にとって、心も身体も元気にしてくれる、オアシスです。たくさんの

愛がつまった本当に大切な場所だと感じました。  

 

㊶保護者／女性、2016 年秋、福島県より参加 

参加させて頂く事になってから保養の事（意味）を初めて知りました。大きな目的は保養でしたが、初

めて参加させて頂いた中で、初めはとまどう事もありましたが、毎日が本当に楽しく、たくさんの出会

いもあり、悩んでいることを話せたり、福島での日常では経験できないような貴重な体験をたくさんさ

せて頂けたので、身も心もとてもフラットに軽くなった気分です。福島にいれば、いつもどこかで気に
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なっている放射能の心配もあるので、子ども達の体に気をつけられる事や、良い事があれば、少しでも

続けていきたいので、ぜひぜひ、また参加したいです。  

 

㊷保護者/女性、2016 年秋、福島県より参加 

子供が自然豊かな所で、植物、虫や生き物、土、海で遊べてとても嬉しいです。食物も、放射能を気に

することなく安心して頂けるのでありがたいです。そして、心温かいスタッフさんやボランティアさん。

参加者の皆さん、たくさんの方々に出逢え、親子共々、毎回素敵な楽しい経験をさせて頂けました。 

 

 

【うけいれ先：兵庫県】子どものみ参加保養――――――――――――――――――――― 

㊸保護者/女性、2012 年夏、福島市より参加 

「また、放射能があるんだね。」 

長期にわたり、福島を離れ、安心して外で遊べた日々。福島に戻り、子どもたちの口から先ほどの言葉

が出るなんて…悲しいですね。震災から一年半。少しずつ、目に見えない放射線のことなど関係ない、

気にしない、そんな雰囲気になっているように思います。残念でなりません。来年もぜひ、キャンプを

続けていただけたらと思っています。 

  

 ㊹保護者/女性、2013 年夏、郡山市より参加 

当時は無我夢中でとりあえず遠くへ、外で遊ばせたい、何もかもがダメだよって我慢の日々から少しで

も抜けさせてあげたい気持ちでキャンプに参加させていただきました。あのころの異常な生活に子供な

りに押しつぶされそうなときに出会ったこの保養はとても大きく、自分の居場所がもう１つあるという

か、気持ちの変化が大きくあったのだと感じています。娘にとって大切な仲間以上の家族のような存在

なんだなと思います。 

 

  ㊺保護者/女性、2014 年夏、郡山市より参加 

震災から３年がたち、少しずつ平穏な日常に戻りつつありますが、外遊びを積極的に出来ていないのが

現状です。子供達の貴重な経験を手助け頂き、心から感謝しております。帰ってきてからすぐにまた行

きたい！！と言ってしまう程でした。 

   

  ㊻保護者/女性、2015 年夏、福島市より参加 

震災から４年、少しずつ忘れられてもおかしくないのにもかかわらず、こうして福島の子どもたちに寄

り添い、心から迎え入れて下さって本当にありがたく思っています。 

人の心の温かさ、優しさ、助け合う気持ち、そういう部分も子どもに伝われば良いなあと思います。本

当に感謝で胸がいっぱいです。 
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㊼保護者/女性、2015 年夏、いわき市より参加 

私達は多くのものを失った中で生活をしています。そして支援して下さる方々とのつながりの中から、

多くのものを得ています。子どもたちは人とのつながりの中から、多くの事を学ばせて頂きました。沢

山の貴重な経験をさせて頂きまして、ありがとうございました。子どもたちを通して、私達も支えて頂

いているのだと感じる事ができます。 

 

 

【福島県内の保養支援・子育て支援団体】―――――――――――――――――――――― 

㊽親の就労などで日数や金額に制限がある場合は、どこまで行ってもそれがネックになり保養難民にな

らざるを得ない。自分たちの生活や休日合わせられれば単独保養は確実にいく事ができる。保養の効果

や反対に安全管理への意識付けもしていく必要性を感じる。これらをまとめたり、アドバイス与えられ

る支援者との連携が一番必要である。自立・責任・全体を底上げする時期に来ているのではないか。同

時に保養を通して育ててきてもらった子どもたちも、徐々にスタッフとしての力をつけさせていきたい。 

 

㊾国や行政で保養を実施し、子供に対して平等な支援があるべきだと思う。 

福島に住んで不安を抱えていても、保養を義務として行政がシステムを作ってくれたら、少しではある

が安心を得られると思う。 

 

㊿補助金：私達が保養を企画・主催するのは大変なので、ふくしまっ子の実施要件を緩和し、うけいれ

をしてくれる県外の団体も主催できるようにしてほしい。 

 

 

Edited by リフレッシュサポート 
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