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Winter2015

キャンプスケジュール
23 日

福島出発

26 日

27 日

創作プログラム

24 日

スケート
陶芸体験
加子母クリスマス交流会

スケート
ガラス工房

クリスマス
ボウリング大会

28 日

餃子パーティー
フィナーレ

25 日

29 日

加子母出発

子どもたちの一日
10：55
▼

就寝

21：30
▼

フリータイム

夜プログラム
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21：00
▼

宿題

20：30
▼

9：55
▼

歯磨き
しおりの時間

お風呂

19：30
▼

9：35
▼

掃除

9：15
▼

歯磨き

夕食

18：20
▼

朝食

フリータイム

13：30
▼

8：20
▼

歌
朝レク

昼食

12：35
▼

7：45
▼

体調チェック

起床

7：00
▼

Winter Sports

スケート

今回は暖冬により、スキー・スノーボードができなかったため、全員が「クリスタル
パーク恵那スケート場」にて、スケートを楽しみました。
天候にも恵まれ、子どもたちは「暑い〜！」と上着を脱いでしまうぐらい、元気いっぱ
いに氷の上を滑っていました。
初めてスケートを経験する子には、経験者の子が教えてあげたり、滑ることができる
子同士で競争をしたりと、助け合いながら、元気いっぱいに楽しんでいました。「私、
上手に滑れるよ！」とスケート選手のようにリンクを滑走する子や「冷たくて気持
ちー！」と溶けた氷の上に寝転ぶ子など、子どもたちは自由に氷の上で遊んでいました。
太陽の温かさでうっすらと溶けて輝く氷のように、子どもたちのキラキラ輝く笑顔と、
楽しそうな笑い声がスケート場いっぱいに広がりました。
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Event

陶芸体験
美濃焼で有名な岐阜県多治見市にある「ボイス オブ セラミッ
クス」にて 、ろくろを利用した陶芸体験をしました。
陶芸体験が初めての子が多く、冷たくて硬い、ヌルヌルとした
土に触れ、ろくろの動きによって予測不能に形を変えていく土に
子どもたちは悪戦苦闘していました。
子どもたちは「あぁー！形が変わっちゃった！」「おっ！うま
くできた！」と声をあげ、上手にできた作品を見せ合いながら楽
しんでいました。
コップやお茶碗、ハート形のお皿など、一人ひとりが自分に合っ
た素敵な作品を作ることができました。
作品は丁寧に乾燥させ、子どもたちが選んだ色に染め上げた後、
焼かれて完成となります。

ガラス工房
ウィンタースポーツ企画の変更に伴い、岐阜県可児市にある「さ
さゆりグリーンパーク」にて、急遽、子どもたちを受け入れていた
だきました。そこでは、ガラス工芸体験でトンボ玉体験とサンドブ
ラスト体験を行いました。
トンボ玉体験では、バーナーの炎で色のついたガラス棒を溶かし
て丸い形を作り、さらに細いガラス棒を溶かし、模様をつけていき
ます。
サンドブラスト体験では、ガラスの器や鏡の表面にシールなどで
模様をつけ、上から砂を吹き付けます。慎重さが必要な作業に、子
どもたちは集中して取り組んでいました。
作品が完成すると、満面の笑みで「お母さんに見せるんだ！」「早
く使いたい！」と言い、作品を手にしていました。

04

Merry Xm

as!!

加子母クリスマス交流会

クリスマスボウリング大会

キャンプの開催地である加子母に住む小中学生と、

初の試みであるボウリング大会は、名古屋城東

合唱団「コーラス夢」のみなさんにお越しいただき、

ライオンズクラブさんにご協力いただき、子ども

クリスマス交流会を行いました。

たちはボウリングを楽しむことができました！

加子母の小中学生がピアノ演奏や独唱をし合唱団の

キャンプ中、ご協力者さんと子どもたちが一緒

「コーラス夢」さんが童謡やクリスマスソングをたくさ

に何かをするという機会が少ないため、今回は共
に楽しめる企画を計画しました。

ん歌ってくださいました。
その後、福島の子どもたちと加子母の子どもたち、

初めは緊張していた子どもたちでしたが、次第

合唱団の方々がグループとなって、ビンゴ大会とプレ

にみなさんとハイタッチをしたり、楽しくお話を

ゼント交換を行いました。

していました。
ストライクで嬉しくて飛び跳ねる子や、思うよ

会の最後には、福島の子どもたちからみなさんへ、

うにピンが倒れず、悔しくて涙を流してしまう子

歌のプレゼントをしました。

など、子どもたちのいろいろな表情を見ることが

子どもたちは、大きな声にありがとうの気持ちを乗

できました。

せて元気いっぱい歌いました。
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Event
ガラスアクセサリー作家の浅見友美さんと、絵描きの本間希代子さんのお２人にお越しいただき
ました。
今回、この創作プログラムで作家さんからは「作家という生き方」を感じとってもらうことで、
人生の視野や選択肢を広げてもらいたいという願いのもとに企画されました。
そこで、作家さんに、作家を志したきっかけなどをお話ししていただきました。また、子どもた
ちの前で、トンボ玉作品を作っていただきました。ガラス棒を溶かし、くっつけたり、伸ばしたり
して完成に近づいていく様子に子どもたちからは「おぉー！」と驚きの声が聞こえました。
その後、子どもたちは作家さんたちと一緒に年賀状作りを行いました。「何色にしようかな？」「上
手に書けた！」と自分の思いを文字や絵で表すことを楽しんでいました。
作家さんから、絵具やクレヨン、おりがみを組み合わせる様々な技法を教えていただきながら、
世界に一つだけの素敵な作品を作ることができました。
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キャンプ最後の夜ご飯は、みんなで餃子パーティーを
行いました！
子どもたちは班の仲間と一緒に包み方を工夫したり、
形を工夫することで、料理の楽しさを味わっていました。
中には、隠し味を入れて楽しんでいる子もいました。
子どもたちは、焼きあがった餃子を見て「僕がこれ作っ
たんだよ！」
「これは私！」と嬉しそうに話していました。

いのちのおはなし

助産師をされている保護者さんに、いのちの
おはなしをしていただきました。子どもたちは
折り紙に針で開けた小さな穴を見て、赤ちゃん
の最初の大きさを知りました。友達の背中に耳
を当て、トクントクンと鼓動を感じ、私たちが
生まれてくるまでの間、お母さんのお腹で大切
に守り育てられていることを子どもだけでなく、
スタッフも一緒に学ばせていただきました。
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子どもたちは、餌やりの体験をしました。自
分があげた餌を食べる牛を間近で見て、餌やり
は牛の命をつなぐ大切な作業だということを感
じていました。最初は、大きな牛に緊張してい
た子どもたちでしたが、触れ合いが深まってい
く中で、「生きる」
温かさを肌で感じ
ました。

たなか野菜畑

トウモロコシの皮をむきや出荷の準備、大豆
の選別作業を行いました。乾燥して小さくなっ
たトウモロコシの皮は剥きにくく、悪戦苦闘し
ていました。大豆の作業では大きさごとに一粒
ずつ手で選別をしました。長時間働くことの厳
しさと同時に、仕
事後の達成感を味
わうことができま
した。

楽しい百姓
ファンファーミング
有限会社

トマトの収穫作業と、枯れた花を摘む作業を
行いました。枯れた花を摘む作業では、美しい
花を咲かせるために、切り取らなければいけな
い花があるという、自然界の厳しさを知りまし
た。
作業の後には、
新鮮なトマトをい
ただき、収穫する
喜びを感じていま
した。

08

Event

佐藤牧場
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子どもからのメッセージ
aichikara のキャンプに参加してくれた 6 年生の 2 人が今回
のキャンプを終えた思いをフィナーレで話してくれました。

二瓶

悠 （小 6）

私は、今回のキャンプが 6 回目の参加です。初めてキャンプに参加した時はとても
不安でした。スタッフとどう接していいのかよく分からなくて大変でした。でも、実
際かかわってみたら、楽しく話しやすくて、安心しました。いつもフィナーレのと
きは、家に帰りたくなくて、もっとみんなと過ごしたいと思いました。何度キャ
ンプに来ても、楽しくて、毎回来るのが、待ち遠しかったです。来るたびに企
画が違い毎日が大切な思い出です。ふだん体験できないことがキャンプで沢山
できて、勉強にもなり、とても新鮮な気持ちでした。
スタッフのみなさんもキャンプ中疲れているのに、私たちの相手をし、勉強
も沢山教えてくれました。
私は来年キャンプに来ることができたら、少しでも、スタッフのお手伝いを
し、下の子のお手本になれるように頑張りたいと思います。

渡邊 旭 ( 小 6）
今回のキャンプは、小学校最後のキャンプでした。キャンプで成長したと思うことは、自分から「ありがとう」が
言えるようになったことだと思います。ぼくは食事隊に「ありがとう」と、はずかしくて自分から言えず、今まで何
も言わず通りすぎていました。しかし、寄付してもらった野菜を班で多く残してしまったときに、代表のあんちゃん
に叱られました。
食事隊をはじめ、キャンプに関わってくれている、スタッフや、ぼくたちのために、食べ物やお金を寄付してくれ
ている人たち沢山がいて、このキャンプでぼくたちが生活できるということがやっと
分かりました。それからは、食べ物を残すことが、その人達の思いをムダにして
しまうと思うようになり、食べ物を残すことがなくなりました。また、食べ物
をお皿にのせてもらったときには「ありがとう」と言えるようになりました。
大きな成長をすることはできませんでしたが、スタッフや友達のおかげ
で「ありがとう」が言えるようになりました。これからも、誰にでも、
感謝の気持を忘れずに心をこめて「ありがとう」と言えるようにしたい
です。
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キャンプに参加して下さった保護者の方々から、メッセージを頂きました。
aichikara のキャンプに保護者として参加したのはこれで４回目

「たのしかったね」福島へ帰る新幹線の中、
娘がコソッ

です。

と笑顔で教えてくれました。

加子母の素晴らしい環境の中で、子どもがのびのびと過ごすこと

参加者の中で未就学児は娘の 1 人のみでしたが、小

ができ、集団生活を通して心身ともに成長していると、キャンプの

中学生のお姉ちゃんたちと一緒にご飯を食べ、お掃除

度に感じています。親としても、日頃のストレスから解放される心

をし、自由時間にはお部屋でお化け屋敷ごっこに混ぜ

安らぐひと時です。

てもらったことなど思い出し、思いが込み上げてきた

キャンプ中は主に食事隊の手伝いをしますが、学生スタッフの

のかもしれません。あるいは、初めてのスケートや陶

方々と作業をするのが毎回の楽しみです！楽しみといっても、1 日

芸を体験したこと、近くの公園でママと遊んだこと、

3 食、毎食 100 人分の用意・片付けにはキリがなく、常に時間と

学生スタッフとお絵描きや折り紙をして遊んだことか

の戦いです。それは、食事隊に限らず全てのスタッフが、作業とミー

もしれません。どの出来事をとっても、加子母で過ご

ティングの繰り返しで、キャンプ中はゆっくり休む事ができません。

した１週間は娘に多くの経験をさせていただきました。

自分の時間、睡眠時間まで削り「子どもたちの咲顔のために！」

こうして娘をはじめ、子どもたちが元気に過ごすこ

と情熱を持って動いてくれるスタッフの姿は、何度見ても感動させ

とができたのも、学生スタッフ一人ひとりが、時には

られます。
（若松 菜摘）

寝る間も惜しんで、過ごしやすい環境づくりをして下
さったお陰です。

初めて参加した 2012 年のキャンプでは、子どもが私と一緒に寝
たいと言って泣いてスタッフを困らせていたことを思い出します。
時が経ち今回が小学生最後のキャンプで、6 年生男子の班は、班リー
ダーと共に団結し、安心して見ていることができ、改めて子どもた

子どもたちにとって、自分の親でも先生でもない、
お兄ちゃんお姉ちゃん的存在である学生スタッフはと
ても良い刺激も与えてくれていたと思います。
（片平 千夏）

ちの成長を感じることができました。
食事隊のお手伝いでキッチンにいると、
「お手伝いがしたい」と次々
に子どもたちがキッチンに来てくれ、スタッフはとっても嬉しそう
な表情でした。
低学年の子どもたちは、私のこともスタッフだと思っているので、
私のニックネームを覚え、話しかけてきてくれます。子どもたちが、
スタッフと接していくうちに自然とお手伝いをし「ありがとう」が
心から言えるようになっていくのを見ることがとても嬉しいです。
（堂園 かおり）

この度お手伝いとして参加し印象的だったことは、学生のスタッフがとにかく一生懸命に 子どもたちのため に深夜まで打ち
合わせをし、準備してくれている姿でした。
教育学部の学生は教育実習とはまた違う、生活を共にすることでわかる子どもの生活を、看護学生は小児科で入院する子どもた
ちとはちがう「健康なこども」について、看護学生として、子どもたちに必要なケアとは何かを学んでいるように感じました。
このキャンプは福島の子どもたちのために始めてくださいましたが、子どもたちのリフレッシュや自立心の成長促進だけでなく、
スタッフとして参加した学生が、企画の立案や資金繰り、仲間との信頼関係の築き方を通して、自分の目指すものをより具体的に
考えるきっかけとなり、社会人として世に出る前の大切な、人材育成プログラムであると思いました。
震災から 5 年が経ち、まだまだ復興途中ですが、今後は 愛の力 で人を育てるプログラムとして続いていけば、今までお世話
になる側だった子どもたちが、いずれスタッフとしてお世話する側になれたら素敵だなと思います。
（堀 優子）
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保護者からのメッセージ

ご協力者、共催者より
「愛・チカラ」のありがとうと「愛・チカラ」にありがとう
「愛・チカラ」の活動の不思議なこと！！キャンプの拠点を提供し、米・牛乳・野菜を無償
で与えてくださる地元のステキな人々が待ち焦がれてくれる。
頬がこけるまで頑張っている大学生たちは、子ども達に自らの力を引き出してもらえたと感謝
している。
ご当人の子ども達は、こんな大学生にいつかなりたいと憧れている。
わずかな休暇を使って助っ人に入った OB たちは、教育者・市民としての原点を思い出させ
てもらったと、ありがたがっている。
そんな若者たちに私たち裏で支える大人は、未来に希望が持てると喜んでいる。
これを WIN-WIN の関係というのでしょうね。いつか、世界が「愛・チカラ」のキャンプの
ようになればいいのに、と心から思うのです。

愛チカラサポーター
学校法人

福島県出身

至学館大学

理事長・学長

コンテンポラリーダンサー

谷岡 郁子

BODY ATELIER MANAMANA
主宰

沼田 眞由み

Photo by 桜井登也

冬季のリフレッシュキャンプが無事に終了いたしました。沢山の皆々様の、ご協力とご尽力
に感謝申し上げます。準備段階で危惧していた問題を乗り越え、aichikara 独特の学生主体の
活動スタイル「お兄さん、お姉さん目線からのサポート」が功を奏し、実り多き笑顔咲きほこ
るキャンプとなりました。
東日本大震災から 5 年。復興に向けての支援打ち切り、縮小、の流れの現在ですが、我が故
郷、福島県の雄大な空、切り絵のようにそびえ立つ山々、澄んだ空気と、清らかなる水を、再
興してくれるのは、今を生きる子どもたち、若者達です。若い世代の 想像力 と 創造力 は、
限りない可能性と膨大なエネルギーに満ちています。
我が故郷の後輩達の、健やかなる成長を願う上で、aichikara の活動を末長く継続していた
だきたい。そしてその為に、全身全霊をかけて応援していきたいと思っております。
今後とも、ご支援、ご指導、ご協力をお願いしたいと存じます。
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主催者より
東日本大震災から５年。この５年を経て、子どもたちはたくましく成長しました。私は 2
年前に初めてキャンプに参加しました。私は子どもたちとの関わりを通して、子どもたちが次
世代のリーダーとなって社会をつくり、未来に生まれてくるたくさんの子どもたちへと繋げて
いくための道しるべになってほしいと願っています。私たち学生もこの活動を通して、自分た
ちの力は小さいかもしれないけれど、 ゼロ

ではないんだと知ることができ、どれも貴重な

経験でした。 社会には若者だからこそできることがたくさんあると思います。怖いもの知らず
に挑戦をしていく、そんな姿を大切にしていきたいです。
最後になりましたが、福島の子どもたち、私たち学生に多くの支援をしてくださった皆さま
に深く感謝申し上げます。皆さまの激励、子どもたちの笑顔を糧にこれからも精一杯頑張って
いきます。

一般社団法人 aichikara
学生代表 石動 愛恵
至学館大学 3 年

一般社団法人 aichikara
代表理事 石原 杏莉

第 10 回目となったこの度のキャンプには、2011 年の震災初年度から今日に至るまでの、
様々な出来事や、そこに重なる思いの集大成である気持ちが、私の心の中に強く存在していま
した。 震災時から月日が経ち、ここ最近のキャンプには、当時の記憶がほとんどない子どもが
キャンプに参加するようになってきました。 全国各地で取り組まれている保養活動も、金銭的・
人材的に継続が困難となる一方で、社会の動向や被災地のニーズに合わせて、私たちも日々、
創意工夫をしながら活動に取り組んでいます。これは、ご支援いただいている皆さまの温かい
お気持ちがあってのことだと言えます。それによって、第１回から第 10 回までの延べ６００
人を超える参加者やご家族が何よりも喜びを感じられていることと思います。今後、どのよう
に aichikara のキャンプが変容していこうとも、原点は 2011 年 3 月 11 日にあります。
最後になりましたが、当法人の活動にご理解をいただき、お支えいただいている全ての支援者
の皆様に深く感謝を申し上げ、今後も変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げま
す。
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スタッフ紹介
◎学生隊長

○学生副隊長

☆社会人

キャンプの期間中、朝起きてから夜寝るまで子どもたちの一番近くで一緒に生活し、子
どもたちの成長や気持ちの変化に寄り添います。
生活を共にする中で、子どもたち一人ひとりのその子らしさをスタッフ同士で共有し、
子どもたちの１番の理解者でいられるようにと、リーダー間で何度も話し合い、子どもた
ちの成長につなげることができるよう努めました。
教育現場で働いているスタッフも多く、より専門的なサポートができました。
石川 恵美子（アロエ） 市川 彩果（トレア）

◎楠生 謙太（きゃちゃお）〇中村 美沙（おいち）

工藤 大輝（サンダース） 中山 理々子（りりー） 彦坂 幸保（いとこ）
山下 貴大（ちょも）

宮地 咲妃（うーみん） 山口 皓士朗（ふぐ）

吉田 海々（みみ）

山路 史華（ぶーん）

☆保田 健志（たけぼー） ☆𠮷村 郁乃（のぎ）

岩附 彩美（ぶどう）

☆横倉 亜美（あみぃ） ☆鈴木 健太（すずけん）

洗濯や掃除、身の回りの整理整頓、企画の準備など、子どもたちが安全に元気よく生活がで
きるように生活環境を整えます。また、感染症対策として、水回りの掃除や手洗いうがい、消
毒の呼びかけも細目に行います。
子どもたちからの「ありがとう」の言葉や、毎日の掃除を一生懸命お手伝いしてくれる姿を
見て、子どもたちの成長を感じながら、子どもたちが元気で安全にキャンプ生活を送ることが
できる環境づくりを心掛けました。
◎河合 亜侑美（カーリー ) ◯河之口 祐司 ( ごのー )
勝山 悠（みやこ )

岡田 清知 ( デップ )

髙津 靖歩（やっちゃん )

☆井谷 優太 ( 工場長 )

☆大井 優子 ( たまさん )

梶野 真由（ここ）

佃 奈波（ラスク )
☆片山 日香里 ( ぴっかり ) ☆森 渉 ( シェフ )

子どもたちが、元気に、楽しくキャンプを過ごせるよう、１日３食のご飯を作っています。
企画で外出するときも、外で食べやすいお弁当を用意します。
栄養のバランスを考え、毎食約１００人分の食事を作ることは容易ではありません。しかし、
食事をして笑顔になったり、嫌いなものを克服したりする子どもたちを見ると、大変さも喜
びに変わります。
今回も 「子どもたちがもっともっと元気になりますように！」と、心を込めて作りました。
◎黒川 知香（トッポ )
坂本 優 ( ゆう )

○長屋 亘（ろっかく )

伊藤 梨帆 ( りほ )

寺澤 野土花 ( のどか ) 寺西 美菜（ポスト )

大逵 将司（ぺぺ )

栗田 宿那（くりくん )

二村 菜摘（にむにむ） 本庶 暁 ( あっきー )

☆東松 広岳 ( トーマス ) ☆小金沢 奈央 ( なお ) ☆宮崎 彰顕 ( ざっきー ) ☆佐藤 健太郎 ( カーネル )
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寄り所となることを目指しています。
今回のキャンプはこれまでとは異なり、寒暖の差が激しく、１００人を超える集団生活
での子どもたちの体調が大変心配でした。そのため、子どもたち自身が体調の変化に気づ
いた時の、子どもからのサインを見落とさないよう体制づくりを徹底しました。
大きな病気もなく、子どもたちが笑顔で福島へ帰ることができたことが何よりです。
◎吉田 朱里（しゅり） ◯古川 真悠子（しんば） 石黒 文香（まっこ） 森本 麻友（ちょりん）
☆太田 純子（じゅんちゃん）

記録隊は、子どもたち一人ひとりの朝起きてから夜寝るまでの様子を写真に収め、そ
れを Facebook や blog にアップし、福島で待っているご家族や、協力者の皆様に子ど
もたちの様子をお伝えします。
企画やお手伝いで見せる真剣な表情や、悔しくて泣いたり、楽しくて笑ったりする、
その時その瞬間にしか見ることのできない「子どもたちの姿をたくさんの人に届けた
い！」という思いを込めて、一枚一枚シャッターを切り続けました。
◎北角 沙也香（ずみ）◯中村 咲里亜（あさり）菊池 良介（いっこく） 長崎 由加里（マーチ） 成瀬 智子（ちょこ）
☆山本 祐里 ( ゆりぃ ) ☆山下 賢悟 ( ケンちゃんマン )

子どもたちにとって実りあるキャンプになるよう、ミーティングの進行や外部との連
絡、スケジュールの調整など、全体の運営を行います。
事前のミーティング時に限らず、キャンプの一週間という期間が、子どもたちの成長
の場となり、かけがえのない時間になるよう話し合いを重ねてきました。
キャンプ中に子どもたちが見せてくれるたくさんの笑顔から、私たちはやりがいを感
じることができ「また頑張ろう！」と子どもたちからエネルギーをもらっています。
◎石動 愛恵（じぇりー )

◯今瀬 美里（サイド）

◯新田 桃子（ピーチ）

☆石原 杏莉（あんちゃん ) ☆石原 なる美（みんみん） ☆佐藤 匠（息子）
☆中村 豊（大道具）

朝日 唯（きゅー）
☆柴田 結実子（はな）

☆吉村 康範 ( よっしー )

大島 巧（おじサンタ）

中谷 真由子（まゆこんぐ） 樋口 菊代（きくさん）

矢野 江里（えりーぜ）

小林 明日香（くろ）

中村 浩（カーニバル）

平田 大援（やったー）

横倉 文子

志治 友規（なんなん）

沼田 眞由み（マナマナ）

松浦 眞也

若尾 僚彦

篠田 一彦（だーひこ）

野田 実里（のだみ）

御堂 大貴 ( だいだい )

髙嶋 辰宜（たっつん）

樋口 一則（お父ちゃん )

望月 美紗貴（ちゃー）

石原 茉里依

木村 歌

幡 和博

早川 捷也（岐阜県議会議員） 飯田 美紀恵

金田 健吾

木村 光

牧田 久美

熊澤 茂

迫田 栄治

岸田 里子

木村 康直

三宅 真琴

原 優美

堀江 智哉

岸田 穂花

キモサべ＆レッド

諸喜田 克也

木村 仁枝

花井 昇

横山 直樹
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Staff

キャンプ中、子どもたちの健康や衛生環境管理をし、心身の

Platinum Supporter

株式会社

※敬称略・順不同

中島工務店

名古屋城東ライオンズクラブ
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あつまり処わのや
3.11 を忘れない大府実行委員会

※敬称略・順不同

加子母新聞販売店

陰神のベリーダンス Harika
坪井 香利
多治見ライオンズクラブ

有限会社 岩田食品

株式会社 急運

共和病院

オアシス 21

てんてんまつり実行委員会

オーガニックファーマーズ
朝市村

赤坂溜池クリニック
（一社）コミュニティ・

愛恵株式会社

カウンセラー・ネットワーク

株式会社 熊崎畜産

代表 田中 純

東北支援グループ本山

有限会社 飯田商店
大府市健耕サポーター
木の山彩エンス農園
杉浦農園

農産物直売所
市・ござらっせの会

釣具のえびすや

石川 照子

人間環境大学 朝山 正己

空と花

株式会社 げんきの郷

森晶
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Sponsor

Gold Supporter

Silver Supporter

※敬称略・順不同

畑 に つ ど う 休 日 。

愛

知

・

美

浜

有

機

農

業

山下寝具株式会社

■団体協力
愛知学院大学地域連携センター

犬山ボランティアリメークサークル

株式会社 サラダコスモ

株式会社 ダイシンエッグ

喜多八

佐藤牧場

たなか野菜畑

つづき農場

ボイスオブセラミックス

名城大学 交通機械会

有限会社 青山

わくわく体験館

学校法人大谷学園 みちる幼稚園

楽しい百姓 ファンファーミング有限会社

■個人協力
浅見 友美

本間 希代子

磯部 育男 和美

石動 哲也

市川 順子

猪飼 正一

河合 卓也

纐纈 俊一

新田 智子

秦 聖子

森田 彩

山岡 美子

感染管理認定看護師

コーラス夢のみなさんと加子母の子どもたち

柴田 浩一郎 信子 清子 結希子

Bronze Supporter

※敬称略・順不同

■団体協力
かねいま食品

株式会社 コマゼン

全忠寺

名三工業株式会社

■個人協力
伊藤 鋭司

伊藤 満広

伊藤

蒲 昌範

橘田 俊平

久保田 たける

佐々木

シンガー Lino

マスイワヤ トダマツ

村田 きみゑ
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大西 直美

コメダ珈琲店 名高山店／コメダ珈琲店 桜通大津店／コメダ珈琲店 名古屋駅西店／コメダ
珈琲店 栄四丁目店／コメダ珈琲店 錦三丁目店／コメダ珈琲店 納屋橋店／コメダ珈琲店 御
園店／コメダ珈琲店 広小路店／コメダ珈琲店 梅森台店／コメダ珈琲店 江南村久野店／コ
メダ珈琲店 覚王山店／コメダ珈琲店 西高蔵店／カーブス 亀山エコー／カーブス アピタ伊
賀上野店／カーブス イオン久居／カーブス イオン津／紙文総合販売株式会社／（株）
L.O.K ／東芝シュネデール･インバータ労働組合／小春日和／秋葉工務店／パンダ食堂／み
やした接骨院／有限会社ビューティサロンシバタ／合資会社犬山クリーニング本店／名古
屋市立大学生活協同組合 川澄店／株式会社 常盤機工／へんてこりんっ！／喫茶ぶりこ／鉄
板ダイニング 向日葵／本格焼酎 Bar リー／きさちゃん帝国／ ABEAM ／お好み焼き 伊東
屋／麺屋りょうま 櫻堂／ DREAMS ／一般社団法人 日本メンタルバランス協会／株式会社
元氣玉／バレエショップマアナ／珈琲元年 清須店／居酒屋 はやかわ／株式会社 ツーリス
ト中部／コーヒーレストラン 田園／東山珈琲館／六句の蔵ちゃん／まんぷく太郎 中之郷店
／支留比亜珈琲 春日店／いずみピンチョ／株式会社 ヤマト／キューコーポレーション／
WINE９／なんや／グリーンフィールド 名高山／天空のうさぎ／福の介／琉球ダイニング
花花 鈴鹿店／居酒屋 銀の豚／海の台所 鱗屋／ヴォーノイタリア大府店／しゃぶしゃぶ太
郎 有松店／中国料理 しのわ／マルヤ飯店／（有）お多福／楽食酒房 おかめ／おがさわら
療院／いなかや／インパール／居酒屋 お馬のおやこ／ファーストフロア／焼肉 栄養亭／
（資）互 楽 亭 ／ キ ッ チ ン Mo-Mo- ／ ウ ェ ル ス プ リ ン グ ウ ィ メ ン ズ ク リ ニ ッ ク ／ VAN
COUNCIL 稲沢店／ VAN COUNCIL 津島店／ VAN COUNCIL 大府店／ Good Morning
UNITE ／ Good Morning PRIME ／（有）マルトー食品／あぶりや 鈴鹿店／（株）大丸
星崎店／美容室 Y'ｓ／菓蔵／ながね接骨院／松はま株式会社 すたみなバイキング吹上店／
平田技研／わかば接骨院／（株）スタミナ大将／有限会社 春水堂／ Mono-Hon eyes ／
café dining LiLii park ／株式会社ベスト企画／半平や／キャッスルプラザ／アムリタ／北
海道 直売所よってって！／魔女の部屋 anje BLACK ／ Cinq Etoiles ／ HELLO KID ハ
ンバーグ＆ステーキレストラン／フィレンツェ高畑本店／ばば天／山海堂調剤薬局／
Sunday clothes ／山田歯科医院／（有）レストラン・とんま／飲飲／ SUSHI DINING
とんぼ／ミニミニ大府店／居酒屋 大笑／風来坊 赤池店／ BAR. Banana Bird ／バル de
窯／ Hiding place 9 kyu ／株式会社 ピース・ヴィレッジ／奥平歯科診療所／うるおうア
イスクリーム RONO ／中京大学生活協同組合／いけむら接骨院／仏壇の大野家／建部歯科
クリニック／はせ川／炭火焼肉ホルモン雄／はかたもんラーメン／こめまる本舗／おば
ちゃんショップやまと／支留比亜珈琲 半田 二ッ坂店／カラオケ喫茶 ブーケンビリア／
tonecafe ／コメダ珈琲店 豊田新本町店／コメダ珈琲店 豊田梅坪店／足もみサロン ハラフ
ワティ／御菓子司 両口屋／スバカマナ豊田店／猿 café 豊田店／（有）ナクア 穂がらか
T-FACE ／ Gira Gira ／新時代 岡崎羽根店／株式会社サンフードシステム

〈Special Thanks〉

株式会社 大木家
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※敬称略・順不同

Sponsor

募金箱のご協力

fundraising

街頭募金

これまで毎回のキャンプでは恒例となっていた街頭募金ですが、
この度のキャンプでは、一度足を止め街頭募金の取り組みそのも
のを見直そうという結論を出しました。それは、世界中での災害を
日々ニュースで目の当たりにし、支援の優先度が変わっているよう
に感じてきたからです。

!!

街頭募金の回数を減らし、これまで以上に安全管理とプログラム内容
の充実に力を注ぐことにしました。限定的に行った 4 日間の街頭募金活
動では、「寒い中お疲れ様！」「今でも頑張ってるんだね！」とお言葉をい

ou
nk y

tha

ただき、とても温かい気持ちになりました。
この 4 日間で集まった募金額は、177,199 円です。
私たちにお気持ちを託してくださった皆様に心より感謝申し上げます。

一般社団法人 aichikara
学生副代表 新田 桃子
日本赤十字豊田看護大学

2年

accounting

会計

♦収入
キャンプ参加費

参加者、スタッフキャンプ参加費

1,184,700 円
1,504,265 円

寄付金

2015年10月～2016年2月の寄付金

募金箱

2015年10月～2016年2月の募金箱

106,200 円

街頭募金

2015年11月～12月の街頭募金

177,211 円

助成金

中央共同募金会

その他

イベント収入等

2,520,000 円
62,595 円
合計

5,554,971 円

♦支出
食費

キャンプ食材、弁当代等

347,754 円

リース料

レンタカー、布団代

204,225 円

接待交際費

お土産代等

旅費交通費

新幹線・バス代、ガソリン代、高速代等

1,582 円
1,834,325 円

保険料

イベント保険、国内旅行保険

30,681 円

修繕費

車修理代

23,922 円

水道光熱費

電気代、ガス代

109,653 円

消耗品費

日用生活・企画等の備品消耗品

318,659 円

通信費

郵送費、切手、運賃等

施設利用料

事前説明会、キャンプ利用施設、温泉等

294,460 円

印刷費

コピー代、チラシ、報告書他

150,560 円

謝金

講師、バス運転手等

149,918 円

雑費

コインランドリー、銀行手数料等

120,672 円

93,360 円

合計

3,679,771 円

♦次期繰越
繰越金

次期事業への積立

1,875,200 円

（2016 年 2 月現在）
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参加者内訳
◆学年比
幼児

小学生

中学生
合計

◆地域内訳

伊達市
子ども３２名
保護者１名

◆男女比

年少

1人

1 年生

６人

2 年生

８人

3 年生

９人

4 年生

９人
5 年生 14 人
6 年生 ９人

福島県

女

郡山市、三春町 いわき市
子ども１名
子ども５名
保護者１名
保護者１名

男

子ども 30 名 子ども 28 名
保護者 4 名

子ども２名

愛知県

２人
58 人

主催

一般社団法人 aichikara

共催

BODY ATELIER MANAMANA

後援
協力機関
宿泊施設

福島市
子ども１９名
保護者１名
福島県

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 岐阜県高山市 福島県 福島県教育委員会
福島県市長会 福島県伊達市 福島県伊達市教育委員会
福島県福島市教育委員会 中日新聞社 朝日新聞社

学校法人 至学館 加子母総合事務所

株式会社 中島工務店

岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
一般財団法人 付知町振興公社 付知峡倉屋温泉 おんぽいの湯
モンデウス飛騨位山スノーパーク ひだ舟山スノーリゾートアルコピア

ふれあいのやかた かしも
かしも倶楽部

助成団体
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System

Breakdown of participants

