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【2017年度会計報告（2017.1.1~2017.12.31）】

　　　　　　　　活動内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施期間【参加者数】
ふくしっまこリフレッシュ in 世田谷　春　　　    2012　①3/24～3/28 【24人（子ども16人）】　②3/30～4/5  【25人（子ども15人）】
阿部宣幸氏　勉強会　　　　　　　　　　　    2012　4/1      【25人】
吉野裕之氏講演＆春休みリフレッシュ報告会　    2012  6/17    【74人】
相馬高校演劇作品上映と渡辺義弘氏講演          2012  7/23    【68人】
ふくしっまこリフレッシュ in 世田谷　夏            2012　①8/12～8/18 【61人（子ども37人）】　②8/20～8/25  【50人（子ども31人）】
吉沢正巳氏講演＆夏休みリフレッシュ報告会      2012 10/13  【77人】     
ふくしっまこリフレッシュ in 世田谷　冬            2012 12/23～12/26 【58人（子ども38人）】
宍戸仙助氏講演＆冬休みリフレッシュ報告会     2013  1/12     【68人】     
ふくしっまこリフレッシュ in 世田谷　春           2013　3/26～3/31 【56人（子ども37人）】
佐々木るり氏講演＆春休みリフレッシュ報告会    2013  6/29    【94人】
ふくしっまこリフレッシュ in 世田谷　夏           2013　①8/12～8/16  【55人（子ども3６人）】　②8/20～8/25 【54人（子ども34人）】
坂内智之氏講演＆夏休みリフレッシュ報告会     2013　11/9    【50人】
ふくしっまこリフレッシュ in 世田谷　冬            2013　12/22～12/27  【57人（子ども38人）】
吉野裕之氏講演＆冬休みリフレッシュ報告　　　 2014　3/1　　【48人】
ふくしまっ子リフレッシュ in 世田谷　春　　　　 2014　3/27～4/1　【58人（子ども40人）】
深谷茂氏講演＆春休みリフレッシュ報告会　 　　2014　5/18　 【75人】
ふくしまっ子リフレッシュ in 世田谷　夏　 　　   2014　①8/12～15  【55人（子ども33人）】　  ②8/19～22 【51人（子ども32人）】
白石草氏講演＆夏休みリフレッシュ報告　　　　 2014　11/1　 【104人】
ふくしまっ子リフレッシュ in 世田谷　冬　 　　  2014　12/23～26   【52人（子ども33人）】
津田大介氏トークセッション　　　　　　　　　2015　1/18　 【120人】
ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　春　　　　　2015　3/26～3/31  【53人（子ども37人）】
南相馬市保育園のリフレッシュ支援　　　　　　 2015　6/10～6/12　【16人(子ども13人)】
リフレッシュin世田谷同窓会＠猪苗代　　　　　 2015　7/4・5　【52人】　
ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　夏　            2015　①8/13～16  【54人（子ども35人）】　　②8/18～21  【57人（子ども36人）】　
リフレッシュin世田谷同窓会＠猪苗代(3回)　　   2015　①9/12・13【26人】　②9/26・27【14人】　③11/27・28 【16人】
松本市長講演会＆トークセッション　　　　        2015　10/24　【108人】
ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　冬　             2015　12/23～26   【60人（子ども40人）】

【「福島の子どもたちとともに・世田谷の会」これまでの活動】
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2017年度は、春×1、夏×1(猪苗代)、冬×1 計3回のリフレッシュ活動と、講演会共催×1を実施

リフレッシュ参加者送迎(大型バス×1福島往復、区内移動）、福島往復（交流会、ミーティング等）
バス待機駐車場代、ボランティア、運営委員交通費 等

宿泊施設朝夕食、羽根木プレーパーク昼食、車中弁当 等
チラシ、会議資料　等
リフレッシュ活動消耗品/備品、洗濯代 等
旅行保険

参加者歓迎会 等
チラシ送付、報告書送付、参加者向け各種資料送付
振込手数料

ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　冬　             2016　12/23～26   【51人（子ども32人）】

ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　夏　             2016　8/11～14   　【56人（子ども35人）】

ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　春　　　　　  2016　3/26～3/31  【56人（子ども37人）】
「小さき声のカノン」上映会in世田谷 共催　          2016　7/2    　【410人】　　　

小出裕章講演会「知りたいと思ってた！原発のこと。」共催　  2016　11/12   【120人】　　　

講演会後の懇親会で保坂区長挨拶

ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　春　　　　　  2017　3/ 30～4/4  【 48人（子ども31人）】

ふくしまっ子リフレッシュin世田谷　冬　              2017　12/23～26   【 53人（子ども31人）】

ふくしまっ子リフレッシュin猪苗代   夏                2017   8/11～8/15　【18人】
守田敏也講演会「その日、その時、子どもの命を守るために」共催　 2017　11/26   【62人】　　　

　2017年夏は、「ふくしまっ子リフレッシュin世田谷」のかわりに、
猪苗代の元ペンション「ぽかぽかハウス」で、リフレッシュをやってみ
ることにしました。猪苗代町は県内では放射線量がとても低い場所
です。開催日は8月11日(金)～15日(火)の4泊5日、これまで世田谷
でのリフレッシュに参加した人たちでつくったグループ「ぷくぷくの会」
のメンバーに呼びかけました。「ぽかぽかハウス」は子ども部屋や広い
廊下では、ドッジボールをしたり、紙飛行機を飛ばしたり、のびのび遊
べます。今回は7家族18名と、世田谷からのメンバー5名が入れ替わ
りながらも、みんなでわいわい、大家族のように一緒に過ごしました。
　１日目、皆さんマイペースで集合。２日目は近所の温泉とプールへ。
３日目は、近くの「カワセミ水族館」へ。４日目は裏磐梯ハイキング、
美しい五色沼をめぐる約一時間コースは、園児でも楽しく歩けました。
到着地ではレインボーソフトクリームで乾杯！夜はお灸教室をしたり、
盆踊りに行ったりしました。毎回ご飯は、子どもも一緒にメニューを考
え、みんなで楽しくお料理してわいわい食べて、最終日はお掃除も

　世田谷にリフレッシュに訪れる福島の皆さんから、こんな言葉
を聞きます。「あの時逃げればよかったんでしょうか」「何も知らず
に給水の列に並んでいました」その背景にある様 な々思いが想
像できます。次に原発事故が起きた時には、茫然と立ちつくすの
でなく、子どもの命を守る行動をとれるように…、そうした主旨に
賛同し、原子力防災に関する企画を共催しました。
　講師の守田敏也さんは、30キロ圏外ながら安定ヨウ素剤の
事前配布を実現した兵庫県篠山市の原子力災害対策検討
委員でもあり、各地で原子力災害対策の講演を行っています。
今回、災害心理学の観点からの避難の原則を踏まえ、被曝か
らの命の守り方を話してくださいました。災害や事故時には「い
かなる状況においても最善をつくせ」「率先避難者たれ」、
また、特に原発事故時に大切なことは「とっとと逃げること」「放射
性ヨウ素飛来に備えること」。そのために安定ヨウ素剤を持ち、
適切に服用できるように準備して

11月26日（日）　生活クラブ館地下1階スペースにて　参加者62名
主催：せたがや防災i131　共催：福島の子どもたちとともに・世田谷の会

その日、その時、子どもの命を守るために。
被害を少しでも減らすために、今日からできるパパとママの原子力防災

守田敏也さん講演会&保坂区長との対談

楽しみました！
　前もってプログラムを決めずに、
何をするかもみんなで話しとわく
わくしながら過ごせたことも、とても
楽しかったです。雄大な表磐梯を
間近に仰ぐ猪苗代には、素敵なと
ころがたくさんあります。この企画、
もっと盛り上げていきたいねとみん
なで話しました。

守田敏也さん（右）と
保坂区長（左）の対談

おくことは、子どもの命を守るため
に急務だということがわかりました。
後半の保坂区長との対談では、現
実的な備えのために、行政は市民
と共に学び、話し合いながら進めて
いくことが大切だということを確認
しました。

2016年度の繰越金

、保険補償金（宿舎備品クリーニング）

助成金

＊このほかに積立基金が２０１７年度末時点で３,３０８,９０８円あります。

【協力】
・福島県郡山市教育委員会(募集チラシ配布)
・法政大学パフォーマンスサークルすだま（歓迎会）
・国士舘大学子どもボランティア部（プログラム協力）
・駒澤大学ボランティアサークル（プログラム協力）
・東京農業大学 野外教育研究会（プログラム協力）
・昭和薬科大学（プログラム協力）
・滝口由香＆小松さゆり＆久野香奈子（歓迎会創作ワークショップ）
・まちもりカフェ（たまでん羊羹・缶ドロップ）　
・（世田谷）おでかけサポーターズ
・乙讃（竹トンボ）　・内田恵子(備品保管)　
・都立光明学園(バス駐車場提供)
・ＮＰＯ法人　国際ボランティア学生協会（ＩＶＵＳＡ）(プログラム協力)
・世田谷美術館(展示会チケット)　
・がやリン(レンタサイクル)
・ＷＡＳＨ＆ＦＯＬＤ（洗濯）　
・羽根木割烹着ーず(プログラム協力)
・自主ようちえんひろば(プログラム協力)　
・ぴっぴの会(プログラム協力)

【寄付】
・下高井戸シネマ
・優れたドキュメント映画を観る会
・フランス・アルディッシュ気功グループ
・ベトナム音楽祭
・ＤＩＮＮＥＲ　ＧＡＬＬ
・井上雄彦
・カトリック松原教会
・ベトナムアンサンブル世田谷実行委員会
・世田谷地区労働組合協議会
・世田谷区立給田小学校
・ランチの会
・足立内科クリニック

【助成金】
・生活協同組合パルシステム東京

2017年度　ご寄付・ご協力をいただいたみなさま（敬称略）


