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　この度、「子どもリフレッシュキャンプ2018」を無事終了することができました。キャンプ開催にあたり、
ご協力をいただきました支援者の皆様に心より御礼申し上げます。
　14回目の開催となった今夏のキャンプでは、福島県から21人、東海三県から6人の子ども達を受け入
れたほか、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)の被害を受けて避難生活をしている子ども達を受け入れるこ
ととし、7日～11日にかけて岡山県倉敷市から3人の男の子を受け入れました。
　子ども達は、夏のひとときを災害の影響から離れた地域で過ごす中で、多くの自然に触れ、澄んだ空気を
たくさん吸い、皆様からご提供いただいた新鮮なお米や野菜を食べ、心と体をリフレッシュすることができ
ました。倉敷市から参加した3人は途中参加となりましたが、他の地域から参加した子ども達ともすぐに打
ち解け、川遊びやバーベキューなど楽しそうに過ごしてくれました。
　この活動報告書は、子ども達が過ごしたリフレッシュキャンプの風景を1つにまとめたものです。ご支援、
ご協力いただいた皆様に心から感謝の気持ちを込め、ここに活動の報告を記します。



　トヨタ紡織株式会社さんとのコラボ企
画「里山体験」では、薪割りや火起こしに
挑戦しました！
　のこぎりで木を切ったり、なたで木を
割ったりと、普段の生活ではすることのな
い初めての体験に子ども達は興味津々。
　使い慣れない道具に戸惑いながらも、
太い木が切れたり、硬い木が割れたりし
た時は満面の笑みでそれを見せてくれま
した。
　体験後には流しそうめんを用意してい
ただき、キラキラと流れる水をのぞき込
みながら夏らしさを感じるお昼ごはんと
なりました。

里山体験里山体験里山体験
トヨタ紡織さんとのコラボ企画！

創作プログラム

　「針金細工八百魚」として活動されている針金ア
ーティストの合田さんをお招きし、創作プログラムを
行いました。
　針金を曲げて形を作ることは難しく、手先に集中
して少しずつ作品作りを進めました。いくつか用意
された型の他に、自分の好きな形に挑戦する子もい
て、小さなアーティストによる個性豊かな作品がたく
さん出来ました。

創作プログラム創作プログラム
今年は、何が作れたかな？

やおうお

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トマト収穫

こうけつ

トマト収穫

　加子母の夏といえば、甘くて栄養満点のトマト！
今年も纐纈さん、とまとやかっちゃんさんのトマト
畑を訪問し、収穫体験をしました。
　子ども達は、真っ赤でおいしそうなトマトを探し
て収穫し、採れたてのトマトを口いっぱいに頬張っ
ていました。持ち帰ったトマトは食事隊が調理し、
キャンプ中の食事を楽しく彩ってくれました。

みんな大好き！

トマト収穫



　渓流を冒険するアウトドアレジャー「シャ
ワークライミング」に出発！水の中を歩いた
り、大きい岩を登ったりしながら上流のゴ
ールを目指します。
　陸とは違って歩きにくそうでしたが、み
んなで声をかけ合い協力して進み、徐々に
慣れるとスピードアップ。一番奥の滝つぼ
にたどり着くと「すごーーい！！」と自然の迫
力を全身で感じました。
　道中では川の生き物と出会い、子ども達
ははじめはビックリしていましたが、興味津
々に観察していました。たくさんの自然に
触れ合えた1日になりました。

シャワークライミング
川の中で大冒険！

　野外炊飯の時間は、生地から「ピザ作り」に挑戦！
加子母で建築を学ぶ木匠塾の学生さんも子ども達
と一緒に参加してくれました。
　どんなトッピングにするか班のみんなで話し合い、
それぞれオリジナリティ溢れるピザに仕上げました。
　炭火でこんがり焼いたら「いただきます！」。時間を
かけて自分達の手で作ったピザを味わいました。

ピザ作り
アウトドアクッキングに挑戦！！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もくしょう

　名古屋コーチンで有名なさんわコーポレーショ
ンさんをお招きし、食育プログラムを行いました。
　鶏肉の部位や料理での使い方、「いただきます」
の意味を分かりやすく教えていただきました。クイ
ズのコーナーでは特に盛り上がり、子ども達は積極
的に手をあげて答えていました。その後の食事の
時間には、みんな大きな声で「いただきます！」が言
えました。

食育プログラム
にわとり博士になれました！！

食育プログラム食育プログラム ピザ作りピザ作り

シャワークライミングシャワークライミング



　名古屋城東ライオンズクラブさんの
ご協力をいただき、ナゴヤドームへ野
球観戦に行ってきました！
　球場で野球を観戦するのは初めて
の子がほとんどで、その雰囲気にびっ
くりしている様子でした。
　試合は白熱の展開となり、最初は馴
染めなかった子も手拍子をしたり、大き
な声で「かっとばせー！」と叫んだりと、
次第に応援に熱が入ります。他にも風
船を飛ばしたり、球場のスクリーンに自
分達の姿が映ったりと、大興奮の1日に
なりました！

野球観戦野球観戦野球観戦
熱い試合に大興奮！

この夏の思い出をわかち合う

　フィナーレでは、スタッフによる劇と
スライドショーで10日間を振り返りま
した。あっという間に過ぎた楽しい時間
を、みんなで思い返し笑顔になります。
　キャンプを支えてくださった中島工
務店の中島社長、福崎バンガロー村の
熊澤村長、トマト農家の纐纈さんからは
子ども達へメッセージをいただきまし
た。子ども達は感謝の気持ちを伝えま
した。
　最後には、キャンプの間毎日歌ったテ
ーマソング「トゥータン」と「勇気の力」
を円陣を組んで熱唱！みんなの表情か
ら10日間が楽しかったことが伝わって
きました。

フィナーレフィナーレフィナーレ
シャワークライミング

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャンプ開催にあたり、ご協力いただいた皆様
ありがとうございました！！

キャンプ開催にあたり、ご協力いただいた皆様
ありがとうございました！！

シャワークライミングシャワークライミング



PLATINUM  SUPPORTER

株式会社 中島工務店

株式会社 太陽食品

名古屋城東ライオンズクラブ

ぐるぐるマーケットで
お世話になった作家のみなさん

株式会社　丸一精肉

みちのく屋
いわて・陸前高田復興支援産直プラザ

早川 捷也
（岐阜県議会議員）手づくり市

3.11を忘れない
大府実行委員会 東北支援グループ本山

オアシス21
オーガニックファーマーズ朝市村

国際ソロプチミスト
愛知ガーデニア

熊澤 茂
（福崎バンガロー村村長）

飯田 美紀恵

トヨタ紡織株式会社

樋口 一則・菊代 纐纈 俊一

渡部 友紀

GOLD  SUPPORTER

※敬称略・順不同

※敬称略・順不同



Cinq etoiles / DREAMS / HELLOKID 太平通店 / Nanya / いけむら接骨院 / 居酒屋 お馬のおやこ / 居酒屋 はやかわ / いなかや / 
おがさわ療院 / 御菓子司 両口屋 / 尾張新川郵便局 / 菓蔵 / 株式会社 Di-one Japan カーブス 津サティ店 / 株式会社 orsobianco / 株
式会社グッドモーニングホールディングス VAN COUNCIL 稲沢店・津島店　Good Morning UNITE / 株式会社 元氣玉 / 株式会社ス
タミナ大将 まんぷく太郎 中之郷店 / 株式会社 大丸 星崎店 / 株式会社 ツーリスト中部 / 株式会社 仏壇の大野屋 清洲店 / 株式会社みち
のく屋 / 喫茶ナポリ / 喫茶ぶりこ / キッチン Mo-Mo- / クリーニングすかぐち / 珈琲元年 清洲店 / コーヒーレストラン 田園 / 小春日
和 / コメダ珈琲店 豊田本新町店 / こめまる本舗 / 山海堂調剤薬局 / ジーラ・ジーラ / 至留比亜珈琲店 春日店 / スバカマナ / 炭火焼肉
ホルモン 雄 / 建部歯科クリニック / 中華そば 龍月 / 中京大学生活協同組合 / 中国料理 しのわ / 鉄板ダイニング 向日葵 / 東芝シュネ
デール株式会社 / ながね接骨院 / はかたもんラーメン / はせ川 本店 / パンダ食堂 / 東山珈琲館 / 備長炭焼き鳥 きさちゃん帝国 / 美容
院 Y’s / 本格焼酎 BAR リー / 魔女道 / マルヤ飯店 / 麺屋りょうま櫻堂 / 飯飯 13 / 焼肉 栄養亭 / 焼肉 キング / 有限会社 春水堂 / 
有限会社ナクア ほがらか T-FACE 店 / ライフディヴァシフィー 株式会社 一竜四日市店 / ラーメン専科 正五郎 / 李さんの台湾名物屋台 
/ 琉球ダイニング花花 鈴鹿店 / わかば接骨院

募金箱設置店

学校法人 至学館大学
株式会社 中島工務店
加子母総合事務所
特定非営利活動法人 かしもむら

201８年10月 6日
一般社団法人 aichikara
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須2-26-28
アイランド大須1階
050-5898-6896
info@ai-chikara.com
http://www.step.ai-chikara.com
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一般社団法人 aichikara

BODY ATLIER MANAMANA

舟橋観光株式会社
（社）全国旅行業協会会員 
愛知県知事登録旅行業第2-277号

福島県教育委員会　伊達市　伊達市教育委員会
愛知県教育委員会　岐阜県　岐阜県教育委員会
岐阜県中津川市　中津川市教育委員会　
中日新聞社　朝日新聞社

SILVER  SUPPORTER
●企業・団体協力

●個人協力

畑 に つ ど う 休 日 。

愛 知 ・ 美 浜 　 有 機 農 業

あつまり処 わのや /大府市消防本部 消防署 /加子母新聞販売店 /とまとやかっちゃん /マウンテンライフ飛騨 /
有限会社 青山 /有限会社 早川産業 /リーファームプラス

浅見 友美 /黒川 光昭 稔子 /合田 丞 / 柴田 浩一郎  信子 結希子 /柴田 昌康 /森 金司

BRONZE  SUPPORTER
●企業・団体協力

●個人協力

Future Social Impactors 運営 /コープあいち 犬山地域員会 /コープあいち つながり愛隊 /鎮乃舞 /全忠寺 /
楽しい百姓 ファンファーミング株式会社 /道の駅 かしも

伊藤 加枝子 /大竹 かおり /桂川 恒巳 /河合 亜侑美 /岸田 裕一 /佐久間 絵美 /佐々木 実秀子 /白木 真知子 /田口 一美 /
富田 祥子 /中島 豊 / 橋口 慶仁 /平尾 博美 /本間 希代子 /牧 三喜 /丸山 百合子 /村田 きみゑ /森田 彩 / 守屋 道治 百合子 /
山岡 美子 /ヤマナカ ユカコ /吉田 光徳 京子 /脇田 麻衣子

株式会社 大木家
▷Special　Thanks 株式会社 オフィスツーワン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※敬称略・順不同

※敬称略・順不同


