
2018 年の夏の学童保養が始まりました	

 沖縄・球美の⾥では、夏休みの間に 3 回の学童保養を実施しており、今年も各回 50 名の⼩中学⽣
が、球美の⾥で 9 ⽇間、保養をします。今、この夏の 1 回⽬、第 93 次保養（7 ⽉ 19〜27 ⽇）の真っ
最中で、⼦どもたちが真夏の久⽶島で元気いっぱい遊んでいます。⼦どもたちの様⼦を、球美の⾥のブ
ログでご覧ください。 
☆ 沖縄・球美の⾥のブログ：http://kuminosato.blog.fc2.com 
＊ 検索サイトで「球美の⾥保養⽇記」で検索していただけます。 
 今年は夏休み保養に約 600 名の児童の応募がありましたが、施設やスタッフのキャパシティから、
全員を受け⼊れることができません。私たちは、保養のニーズが確実に⾼まってきていることをしっ
かりと受け⽌めて、⼀⼈でも多くの⼦どもたちに保養をしてもらえるよう、これからも活動を続けて
⾏きたいと考えています。 
 

球美ぬ里にめんそうれ展・新宿 2018	スタート！  
 球美の⾥の保養の様⼦を⼤勢の⽅に知っていただくために、この夏も新宿区で球美の⾥の写真展を
開催します。球美の⾥の創設者であるフォトジャーナリストの広河隆⼀が撮った写真の他、スタッフ
やボランティア、保養者が撮った写真や映像、⼦どもたちが描いた絵などを展⽰します。球美の⾥での
⼦どもたちの笑顔を観にきてください。 

 球美ぬ里にめんそうれ展・新宿 2018 
² ⽇時：2018年7⽉31⽇（⽕）〜8⽉5⽇（⽇）10〜18時 
    （初⽇ 7/31 は 13 時から／最終⽇ 8/5 は 16 時まで） 
² 会場：エコギャラリー新宿 
     新宿中央公園内 新宿区⽴ 区⺠ギャラリー 
        電話 03-3348-6277 
² 会場の詳細は、同封のイベントのチラシをご覧ください。 
² ⼊場無料   ご入場者に球美の里のポストカードをプレゼント！ 
          （無くなり次第終了） 

▶球美の⾥ 3 周年記念ライブで。 
右から 2 ⼈⽬がれいあさん 左端がモモさん 

 
『2017 年度冬休み学童保養』報告会開催 
   3⽉20⽇に新宿区の⼾塚地域センターで、84次保養（2017年12⽉）と85次保養（2018年1⽉）の 
 冬休み学童保養の報告会を⾏いました。新宿区の助成でボランティアに⾏ってくださった⽅々が体験 
 報告を⾏い、皆で意⾒交換をしました。「ボランティアに⾏きたかったが都合がつかなかった。話を 
 聞くことができてよかった」と当⽇参加された区⺠からの感想もありました。 

認定 NPO 法人 沖縄・球美の里 NEWS LETTER  2018 年 7月発行 

三線ライブ開催！ 8/4 (⼟) 
〜なんくるさんしん in 新宿〜 
1 回⽬ 12：30〜 2 回⽬ 14：30〜 
出演：吉⽥れいあさん、川村モモさん 
※久⽶島の地元⺠謡グループ 
「なんくるさんしん」のメンバー 
 

 く    み            さ と 
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沖縄・球美の⾥では、2017年12⽉下旬〜2018年6⽉末（84〜92次）までの間に310⼈の⼦どもたち、79
⼈のお⺟さんたち、合計389⼈の保養者が過ごしました。球美の⾥での⼦どもたちの楽しそうな様⼦をご
覧ください。。 
 
第84次学童保養／2017年12月  
冬休みの学童保養の1回⽬。12⽉にもかかわらず、⽇
中は暖かい⽇が続きました。イーフビーチで⼤はし
ゃぎ！ 「泳がないから⽔着は着ていかない」といっ
ていた中学⽣の⼦も、ビショビショになって楽しん
でいました。期間中はいい天気が続いたこともあり、
みんな元気いっぱいに⾛り回っていました。 

 
第85次学童保養／2018年1月  
冬休みの学童保養 2 回⽬。新年ということもあり、
登武那覇園地（とぅんなはえんち）やイーフビーチで
凧揚げをしたり、餅つきをしたりして、お正⽉を満喫
しました。畳⽯ビーチを散策しているときに、沖の⽅
で⼤きな波の動きが⾒えました。みんなで「何だろう
ね」と⾒ていたら、なんとクジラが！！！  久⽶島
では 12 ⽉から 3 ⽉くらいまでクジラやイルカを⾒
ることができるのですが、それでも滅多に遭遇でき
ません。みんな⼤興奮でした。 

第86次母子保養／2018年1月  
冬⾵が吹きすさぶ寒い季節の保養でした。久⽶島で
は東北楽天ゴールデンイーグルスがキャンプを⾏っ

ていて、その時期と重なる保養期間でした。「久⽶島
フェスティバル」では選⼿の皆さんとゲームをして
遊んでもらいました。球美の⾥には⽥中和基選⼿と、
⼋百板卓丸選⼿が来てくれました。節分だったので、
選⼿と⼀緒に⾖まきをしたり、サインをしていただ
いたり、楽しく交流させていただきました。 

 
第 87 次母子保養／2018 年 2・３月   
2 ⽉の終わりから 3 ⽉にかけての久⽶島はまだ寒く、
天気も全体的に良くありません。しかし、保養中はま
ずまずの天候で、いろいろなところに出かけること
ができました。この期間に、いつも球美の⾥を⽀援し
てくださっているドテラジャパンの皆さまがボラン
ティアで来てくださり、⼦どもたちと⼀緒に遊んだ
り、ハンドマッサージやケアをしてくださいました。
3 ⽉ 1 ⽇に、ドテラジャパンの皆様にもご参列いた
だいて、東⽇本⼤震災から７年の追悼式を⾏いまし
た。 
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第88次学童保養／2018年3月	 	
3 ⽉も終わりに近づき、久⽶島も徐々に暖かくなって
きました。公園でのびのび遊ぶプログラムや海のプ
ログラムのほかに、武術家である整体の先⽣の講座
では、姿勢のただし⽅や⾃分の⾝体を守る⽅法、物を
⼤事にする⼼など、たくさんのことを教えていただ
きました。また、くめしゅわ（久⽶島にある⼿話サー
クルの名称）のプログラムの時には、宮古島と久⽶島
のジャンベのスペシャリストが来てくださり、とて
も楽しい時間を過ごしました。 

 
第 89 次母子保養／2018 年 4 月	 	
新年度となり、気候が暖かくなってきました。海のプ
ログラムでは、まだ⽔温が低いので、⾙殻を拾ったり、
砂遊びをしたりして過ごしました。⼈⼿が⾜りない
中、島内のボランティアさんが⼦育て中にも関わら
ず、できることがあればと駆けつけてくださいまし
た。 

第 90 次母子保養＆学童保養／2018 年 5 月	 	

ゴールデンウィーク保養です。球美の⾥のベテラン
ボランティアさん、通称「おっちゃん」は、毎年、こ
の時期に必ずいらっしゃるボランティアで、⼦ども
ラグビーのコーチ。⼦どもたちのために毎回、趣向を
こらした、「おっちゃんプログラム」を⽤意してくだ
さっています。⼦どもたちにも、⼤⼈気！！ ⻘空の
下で、⼤⼈も⼦どもも全⼒で汗だくになって遊びま
した。 

 
第 91 次母子保養／2018 年 5 月	 	
⼊梅してからの保養です。今年の沖縄は空梅⾬のた
め、ずっと天気がよく、外のプログラムも中⽌する
ことなく実施することができました。初めて海に⼊
った⼦も、⻘い海に満⾯の笑顔！！ お⺟さんと⼀
緒に思いっきり海で遊びました。毎年必ず来ている
というリピーターの家族も多く、うれしい再会とな
りました。 

 
第 92 次母子保養／2018 年 6 月	 	
梅⾬が明けないまま保養が始まりました。しかし、
4 ⽇後の沖縄慰霊の⽇に梅⾬明け。期間中は天気に
恵まれ、陽射しが強すぎるくらいでした。島内の
「なでしこ保育園」との交流では、島の⼦どもたち
と⼀緒に歌ったり踊ったり、スイカ割りをしたりし
て遊びました。島の⼦たちに負けないくらい、球美
の⾥の⼦どもたちも元気いっぱい！ 毎⽇のように
海遊び、外遊びをし、⼦どもたちの⽇焼けした笑顔
でいっぱいの回でした。 



 4 

図書館をリニューアルしました！ 

 沖縄・球美の⾥の図書館には、⽀援者からたくさんの絵本や童話、書籍の寄付をいただいています。⼦どもた
ちの⼈気の場所ですが、より使いやすくするために、昨年 11 ⽉に、DAYS 被災児童⽀援募⾦のご⽀援によりリ
ニューアルをしました。まず、これまでフローリングだった床を、カーペットに交換しました。また、⼩さな⼦
どもでも⾃分で本を選べるように、本棚の位置を低くしました。それにより、絵本コーナーでは横になって寛
ぎながら読書を楽しむことができるようになりました。 
 天井には、ピラミッドなどに⽊のおもちゃをたくさん寄
贈してくださっているアトリエニキティキが、昨年 11 ⽉
の球美の⾥５周年記念イベントの際に寄贈してくださっ
たカモメ 2 ⽻をディスプレイしました。眺めているだけで
リラックスできます。 

 
保健室の横にシャワールームとトイレを設置しました 
 保養者が感染症にかかってしまった際、他の保養者にうつさないために、これまでは空いている個室に⼊っ
ていただくか、部屋の余裕がない時は、近隣の⺠家や宿に移っていただいていました。昨年 10 ⽉に、球美の⾥
の敷地内にある保健室（甲状腺検診をしたり、マッサージをしたりする建物）の横に、シャワールームとトイレ
を設置して、感染症になっても、球美の⾥でゆっくり過ごしていただけるようになりました。 
 
ドテラジャパンのイベントで球美の⾥を紹介していただきました 
 2016 年より球美の⾥の⽀援をしてくださっているドテラジャパン（doTERRA CPTG Essential Oils Japan 
合同会社）のフィル・ウェルチ社⻑や社員およびボランティアの⽅々が、昨年 10 ⽉の 80 次保養と今年 2 ⽉の
87 次保養の時に、球美の⾥を訪ねてくださいました。 
 そのときの様⼦を映像にまとめて、今年 6 ⽉に開催され
たドテラジャパンのイベント「ジャパンコンベンション
2018」（於・パシフィコ横浜）で、4,000 ⼈の来場者を前
に、球美の⾥の紹介をしてくださいました。コンベンショ
ン会場に設置された⼤きなパネルに、ドテラジャパンの⽀
援活動「ヒーリングハンズ」の紹介が展⽰され、久⽶島の
海をバックに、保養に訪れたご家族の笑顔が⼤きく紹介さ
れました。⼦どもたちが制作したドテラジャパンの皆様へ
のお礼状（模造紙⼤）の写真も紹介してくださっています
（写真）。 

＊映像は、インターネットで「ヒーリングハンズ球美の⾥ 2018」で検索していただけます。 

久 米 島 事 務 局 より 
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 たらちね（認定 NPO 法⼈いわき放射能市⺠測定室／たらちね・こども保養相談所）で保養の担当をしてお
ります髙橋さやかです。保養の担当者として、また福島で幼い⼦どもを育てる⺟親として、これまでの体験か
ら、福島での⽣活と保養について考えてみました。 

 私は、たらちねに関わる以前は、放射能に対する危機意識はありませんでした。事故当時も、危機感を感じ
ていなかったため、避難はせずにいわき市の⾃宅でライフラインの回復を待ちながら、⽸詰状態の⽣活をして
おりました。縁があって、2016 年にたらちねに⼊りました。そこでいろいろなものを測り、測定値を⾒るこ
とによって、この原発事故の重⼤さを知るようになりました。 

 私は家庭では、幼い⼦を持つ⺟親です。保育園に⼦ども⼆⼈を預けて、たらちねで働いています。汚染の実
相を知った現在は、我が⼦が⼝にする⾷べ物はなるべく遠⽅の物、また、たらちねで測定し安⼼だと分かった
⾷材を使⽤して、⽇々のご飯の⽀度をしています。原発事故から 7 年が過ぎましたが、まだまだ不安は尽きま
せん。 

【尿中セシウム測定について】 
昨年、海外での 17 ⽇間の保養に参加したお⼦さんの保養前・保養後の尿中セシウムの測定を⾏いました。 

 全体的に保養後のセシウム値が低くなっていましたが、その中で、2 名のお⼦さんが保養後のセシウムの数
値が⾼くなっていました。保護者によると、その原因は⾃家菜園の野菜を⾷べていたり、夏祭りでの屋台の⾷
事を多量に取っていたりしたからでないかということでした。また、私も我が⼦と⼀緒に尿中セシウムの測定
を⾏ってみました。その結果、私は不検出、息⼦からはセシウムが検出されました。 

その測定値の差について考えてみました。私と息⼦は、朝と夜は同じ⽣活をしていますが、⽇中は保育園に
預けています。外遊びや給⾷などが原因の⼀つかもしれないと考えています。福島で⼦育てをしている以上、
⾷や遊び場などの環境から受ける被曝は避けられないものだと思いますし、セシウムが検出されたからといっ
て病気ではなく、治療法があるわけではありませんが、現在の我が⼦の体内のセシウムの数値を知っておくこ
とは親として⼤切なことだと思っております。 

知っていれば、被曝の軽減に向けて考えていくことができるからです。（測定協⼒：新宿代々⽊市⺠測定所） 

たらちね・こども保 養 相 談 所 から 
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【家庭の掃除機のゴミの測定について】 
たらちねでは、家庭の掃除機のゴミの測定を⾏っています。 

 現在の東京と福島県いわき市の空間線
量は、さほど変わりはありません。しか
し、この掃除機のゴミの測定結果を⾒れ
ば、福島県いわき市の測定値が⾼く、汚
染度が⾼いことが分かっていただけると
思います。 

私も⾃宅の掃除機のゴミを測定してい
ますが、年々、セシウムの数値が⾼くな
っています。そこで、⾃宅にあるもので
セシウムを含んだ塵や埃を吸収しやすい
のはカーペットだと考えました。私は、
これを機に、洗濯の回数を増やしたり、
毎年、買い替えたりしています。

【福島とチェルノブイリの居住区分けの表】 
この表は、1986 年に起きたチェルノブイリと福島の居住地域の区分けの表です。 
チェルノブイリでは年間放射線量が最低の地域でも放射能管理ゾーンとされており、何かしらの理由がない

と⼊れないとされています。この表を⾒ていた
だければ、チェルノブイリと福島の居住区域の
放射線量の⼤きな差をご理解いただけると思い
ます。 
 現在、福島では、これまで帰還困難区域とさ
れていた地域の帰還解除が次々と進められてお
り、富岡町に次いで⼤熊町でも、町役場の可動
の準備が始まっています。そんな中、親の事情
で⼀緒に帰還する⼦どもがいることを考える
と、その⼦どもたちの被曝対策はどうようにな
されているのか、何も対策は講じられていない
のか、など⼤きな不安を感じます。 

【球美の⾥の保養】 
 今回、91 次保養（2018 年 5 ⽉）に、初めて私も⼦どもを連れて参加させていただきました。この原発事
故で、私が幼少時代に普通にできていた楽しいことを、今の⼦どもたちにはさせてあげられなくなりました。
それを思うと、複雑な悲しい気持ちが押し寄せてきます。 
 球美の⾥では、海⽔浴、泥遊び、咲いている花の蜜を吸うなど、福島ではできないことをたくさん経験させ
てあげることができました。球美の⾥はご⽀援者、ボランティアさん、たくさんの⽅々のご協⼒で運営できて
いることに改めて感謝申し上げます。 
 ⾃分の⼦どもを守る⾏動ができるのは親しかいません。またその⾏動を助けるのは社会全体であると思いま
す。私は⼦育てをする⺟親として、また、責任を担う世代の⼤⼈として、未来のある⼦どもたちの健康を守る
ため、同じ⼦どもを持つお⺟さんたちと協⼒し合い助け合いながら、⾃分ができることは続けていきたいと思
っています。

 たらちね・こども保養相談所   髙橋さやか／データはたらちね提供 
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 7⽉ 5 ⽇の報道で、台湾電⼒の第 4 原発の燃料棒が
搬出されていたことが分かりました！ 第 4 原発は
1999 年着⼯したんだけど、2000 年からの⺠主進歩
党の政権で⼯事が中断されていて。2008 年からの中
国国⺠党の政権で建設再開されたんだけど、2011 年
の福島第⼀原発の事故。台湾の市⺠の反原発運動が⼤
きくなり、2014 年に原発建設がまた中断。そして今
年の 3 ⽉に、第 4 原発の燃料棒の搬出と製造元のアメ
リカへの輸送が決まり、7 ⽉から始まったのです。こ
れは「原発建設の凍結」ではなく、事実上の撤廃を意
味するそう。すごいね、ていうか、⽇本の原発事故後、
イタリアとかドイツとか、いったい何カ国が脱原発を
決めたんだろうね？ 
 台湾の報道でも「市⺠の反原発運動が⼤きくなり」
とあったように、ドイツでもイタリアでも、市⺠運動
が、世論が、政策を動かしました。いいなぁ、と羨ま
しがってばかりではなく、考える！ おしどりは、
2014 年から毎年ドイツでの国際会議に呼んで頂いて
います。核戦争防⽌国際医師会議、エネルギー転換に
関する世界宗教者会議、原⼦⼒に関する国際裁判会議、
いろいろ。様々な国際会議の主催がヘッセン州（フラ
ンクフルトのあるとこ）のプロテスタント教会、エキ
ュメニカルセンターで、なので「教会の平和教育の活
動にも⼿を貸しておくれ！」と、毎年ドイツのあちこ
ちの中学、⾼校、⼤学、職業訓練校などに原発事故の
取材報告をしに⾏きます。 

 初めてのときは、とてもイヤだったんだ！ 遠く離
れた国の何年も前の原発事故の話なんて、ドイツの学
⽣の⽅々は興味あるの？ ⽇本ですら過去のできご
とだよ？ けれどすぐそんな不安は吹き⾶びました。
どこの学校に⾏っても、質問の⼿があがりまくり。話
している最中から「その話について、こういうニュー
スを⾒たけど？」「なぜそうなっているの、僕はこう思
うけど」そういう質問に答えながら、最後に、「何か質
問ない？」と聞くと、何⼗⼈も⼿が上がって、時間内
に終わらない！ そしてこれはどこの学校でも同じ。
また質問がとても専⾨的で、みんな原発事故のことを
よく知ってる！ 
 2014 年初めてドイツの学校に⾏ったときに⼀番驚
いた質問は男⼦⾼校⽣のもの。 
「原発事故に詳しい⽇本⼈に⼀度聞いてみたいと思
っていました。あなたは、⾮常⽤電源装置は、津波で
流れたと思いますか？」 
 驚いて私は答える前に、なんでそんなこと知ってる
の？ と聞き返しました。すると。 
「僕は web にある『国会事故調査報告書』と『政府事
故調査報告書』の英語版を全て読みました。すると津
波で⾮常⽤電源装置が流されて原発事故が起こった
と書いてある。けどそれは僕は不⾃然だと思いました。
原発事故が地震で起こったとなると、地震の多い⽇本
は原発再稼働に問題が出てくるから、無理やり津波の
せいにしたんじゃないですか、僕にはそう思える。」 
 わお！ でも彼だけが特殊なのではなく、「原発事
故に関するこんな論⽂を読んだけど？」みたいな専⾨
的な質問も多いんだ！ そういうマニアックな質問
から「なんで⽇本の報道は政府寄りなの？」「広島と⻑
崎に原爆が落ちて、福島で原発事故があって、なんで
⽇本はまだ原⼦⼒を使うの？」という疑問までいろい
ろ⾶び出します。とにかくどこの学校に⾏っても、発
⾔の多さに驚き。あちこちの先⽣に「どうして？」と
聞くと。 
「ドイツは第⼆次世界⼤戦で、ナチスをヒトラーを⽣
みだしたことを恥じています。⺠主主義の選挙は愚か
な市⺠であれば愚かな代表を作るのです。当時、まさ

ステキな未来をひきよせる覚悟! 第 3 回 おしどりマコ・ケン  

▲泣く我が子を抱きしめ、たとえ恐い事実でも目をそら
さず、知って考える事の大切さを伝える愛。 
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かヒトラーに国が傾くわけないだろうと思っていた
⼈が⼤半でしたが黙って⾒ているうちに傾いていき
ました。なので、戦後のドイツの教育は、誰かの意⾒
を鵜呑みにせず⾃分で考え、最後の１⼈になっても⾃
分の意⾒を⾔うことを根底に置いています」 
 そうか、教育が違うのか。私はそう思っていました、
去年までは。今年ドイツに⾏って、考えが変わりまし
た。 
 原発事故から 7 年たっても、ドイツの⾼校⽣たちは
詳しいんだ、どうして？ あなたたち、2011 年は⼩
学⽣だったでしょ？ そう聞くと。 
「はい、僕は原発事故のとき 9 歳だったけど、ニュー
スをほとんど⾒ました。⺟が僕を横に座らせて、⾒な
さい、と。でも当時の僕は津波や爆発の映像が怖くて
泣いて、⾒たくないと⾔いました。けど⺟は『これは
事実だから⽬をそらしてはダメ、ちゃんと知って考え
なければ』と、泣く僕を後ろから抱きしめ、解説を⽿
元でしながら、ずっと原発事故のニュースを⾒ていま
した」 
 「うちも同じ！」「私はお⽗さんに解説されたよ！」
⼝々に⾔う⾼校⽣たち。そうか、私は⽇本とドイツは
学校教育が違う、と思っていたけれど、そうじゃない、
学校に⾏く前の家庭から違うんだ！ とそう気付き
ました。教育が悪い、報道が悪い、政治が悪い、と⾔
う前に、さぼっていた私たちも悪いし、そして家庭を
変えることは、誰にでも今すぐできます。少なくとも
社会を変えるより、家庭を変えることのほうが早い！ 

また半径 5ｍも変えることができなければ、社会を変
えるなんて夢のまた夢だよね。私は最後の 1 ⼈になっ
ても⾃分で考えて⾃分の意⾒を⾔うし、⼤切な⼈には
意⾒が違っていても⼼を込めて語りかけます。泣く息
⼦や娘を抱きしめながら、原発事故のニュースを解説
するドイツの親たちが少なくなかったことに、私はと
ても衝撃を受けました。聞いたら別に、その⽅々はデ
モや市⺠運動をされているわけではなく。⾃分たちの
⽇常の⽣活を⼤切にするとともに、社会のことを考え
て常に話しあっていく、それだけで、そしてそれこそ
が社会を作るのだと感じました。 

⽂章・おしどりマコ 針⾦作品・おしどりケン 

☆ おしどりマコ・ケンさんのプロフィール ☆ 

 マコとケンの夫婦コンビ。よしもとクリエイティブ・エー
ジェンシー所属。（社）漫才協会・落語協会会員。2015 年
７月より沖縄・球美の里理事。 
 ケンは大阪生まれ、パントマイムや針金やテルミンをあや
つる。パントマイムダンサーとしてヨーロッパの劇場をまわ
る。マコは神戸生まれ、鳥取大学医学部生命科学科を中退し、
東西屋ちんどん通信社に入門。アコーディオン流しを経て芸
人に。 
 東京電力福島第一原子力発電所事故(東日本大震災)後、随
時行われている東京電力の記者会見、様々な省庁、地方自治
体の会見、議会・検討会・学会・シンポジウムを取材。また
現地にも頻繁に足を運び取材し、その模様を様々な媒体で公
開している。2016 年 12 月に第 22 回平和・協同ジャーナ
リスト基金奨励賞を受賞。 
☆おしどりポータルサイト： 
    http://oshidori-makoken.com 
 

 
 
 ◆浴⾐⽤の半幅帯〜募集中◆  

2 年前の夏、多くの皆様のご協⼒により浴⾐を集めました。毎年学童保養のために、多額の寄付を贈っ
てくださるドイツ・ドルトムント独⽇協会からの要請によるものでした。その結果多数の浴⾐が集ま
り、ドイツに送りました。ドイツで、浴⾐は⼤⼈気です。バザーで、コミックフェスで売れているそう
です。その様⼦はドルトムント独⽇協会のブログをご覧ください／「ドルトムント独⽇協会 浴⾐」
で検索いただけます。 
浴⾐はまだまだ⼗分にあるけれど、帯が⾜りないと代表のシュルターマン容⼦さんから SOS が⼊り
ました。そこで、品物・期間とも限定で集めます。 
★募集するもの：半幅帯（浴⾐⽤）、腰ひも ※浴⾐は、今回は集めません。 
★締切り：2018 年 8 ⽉末 
★送り先 球美の⾥ 東京本部（最終ページに住所を表記） 

 



★ 沖縄・球美の里では保養者数が3,000人（延べ）を越えました  ★ 

球美の里では、2012年7月に福島の子どもたち
の保養を始めてから、年に十数回(通年)、1回1～2
週間の保養を行ってきました。今年6月29日まで
に、3,141名の子どもたち（保護者も含めると
3,946名）が、久米島の自然の中で保養をしました。
この夏休み期間には、学童保養を3回実施し、各回
50名の小中学生が久米島で楽しい時間を過ごし

ます。2018年度は全16回、約500名の子どもたちの
保養を行う計画です（保護者も含めると600名
余）。保養が続けられているのは、福島の子どもた
ちを応援してくださるみなさまからのご支援とご寄
付のおかげです。心より感謝いたします。

★ 球美の里の総会を開催しました  ★

2018年6月2日に、球美の里の第6回定期総会を
新宿区の施設で開催しました。2017年度の事業報
告・決算報告、2018年度の事業計画案・収支予算
案などを決議し、無事に終了しました。
2017年度は、経常収益が9,225万円（うち受取

寄付金8,598万円、受取助成金243万円など）、経
常費用が8,175万円（事業費＆管理費）ですが、こ
の中には原価償却費635万円などが含まれていま
す。おかげさまで2017年度は単年度黒字が約415
万円となっています。これは、支出の節減節約に努
めた成果とウィッシュリストをweb上で公開して、
いろいろな品物の寄付をいただいたことも寄与し
ていることと思います。また、東京スタッフの人員
不足も結果的に管理費削減につながりましたが、
2018年度は幸いにして、人員の補充ができました
ので、勤務が特定の人に負担にならないような体制
にして参ります。
しかしながら、3年間にわたって学童保養の夏2

回、春1回、合計3回分（約1500万円）を支援して
いただいたドルトムント独日協会から、「2018年
度は1回分減らしたい」との申し出がありました。
ドイツでは緊急な人道援助をさまざまに抱えてい
る、という背景もあります。協会では、学校や市民
に呼び掛けたり、浴衣バザーを開いたりと寄付金集
めに一所懸命取り組んでくださっています。代表の
シュルターマン容子さんからは、「今後もできるだ
け長く支援を続けたい」というメッセージもいただ
いています。

※詳細な会計報告（活動計算書・貸借対照表など）
は、球美の里のホームページの「沖縄・球美の里に
ついて」→「収支報告」でご覧いただけます。

Information 

保養の説明会「ほよ〜ん相談会」に 
参加しました 

6 月 2 日にいわき市、3 日に二本松市（いずれも
福島県）で「311 受入全国協議会」が主催する「ほ
よ～ん相談会」が開催されました。球美の里も両日
参加し、保養希望者の相談に対応しました。全国か
ら 40 の保養団体が集まり、ブースを出展、いわき
会場には 333 名、二本松会場には 204 名の相談者
が来場しました。
相談会では、夏休み前の時期ということもあり、
学童保養の相談が多いように感じ、「きれいな海に
入らせてあげたい」という保護者の声が多く聞かれ
ました。母子保養希望者は、以前に球美の里に来た
家族からの紹介が多く、改めて参加したご家族から
の口コミが大事であることを感じました。リピータ
ーの方も来場しており、うれしい再会がたくさんあ
りました。相談を受けていく中で、まだまだ保養の
ニーズは高く、保養の必要性を再認識しました。
（報告   :   久米島・同行スタッフ/ 看護師 佐藤佳以）

◀暑い中、スイ
カ割りを楽しむ
子どもたち
2018/7/20
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★ ご寄付のお礼とお願い    
東日本大震災による福島第一原発事故により7年が経ちました。避難地域への帰還も政府の手で進められて

いますが、私たちは子どもたちの保養はこれからますます必要になると考えていますし、ここにきて保養の要
望も高まってきていると感じます。
一方で、6月の関西大地震や、7月の西日本、四国、九州に亘る大雨災害など、ここ数年、日本各地で大きな

天災が続いて起きており、多くの方が日々の生活の再建に大変な思いで取り組んでいらっしゃいます。福島原
発事故への社会的な関心の低下もあり、球美の里への寄付も今年度に入り少しずつ減少しています。前述しま
したように、大口団体からの寄付の減少と福島県からの助成金も2017年度に続いて、受けられないことがわか
りました。福島県内での子どもたちの活動実績がない、ということも理由の一つのようです。今後、対策を取
っていきたいと考えています。寄付金・助成金が減少して大変な状況にありますが、多数の学童からの保養要
望に応えていきたいと思っています。みなさまからの引き続きのご支援をお願いいたします。

◎ご寄付いただいたみなさま（団体からのご寄付・2018年1～6月） 
※紙面の都合により団体からのご寄付のみ記載させていただきます。ご了承ください
※リサイクル品やweb上でウィッシュリスト公開後、いろいろな品物を多くのみなさまより提供していただ
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    「球美の⾥」についてお話しました 

◎上智大学報告会
上智大学のサリ・アガスティン教授による「人権」がテーマの授業の一環で、国際協力や難民などの問題
を学ぶ学生を対象に、「子どもたちの人権」というテーマで、日本のケースとして「福島の子どもたちのこと
を話してほしい」とご依頼をいただきました。
報告会は、6月 7日に上智大学で開催され、綜合グローバル学部の学生 250 名を対象に球美の里の話をし

ました。学生のみなさんはとても関心が高く、「今まで海外のことばかりに目を向けていたが、国内の子ども
たちがこのような状況にいたとは知らなかった」と、真剣に耳を傾けてくれました。受講された大学生の中
で、既に今夏の学童保養にボランティアの申し込みをしてくれた方もいて、再会を楽しみにしています。
◎川崎市民センター報告会
拓殖大学ファシリテーター養成講座の有志の方からのご依頼で、社会人や高校生を対象に「福島の子ども
たちは今」というテーマで、6月 9日にお話をさせていただきました。開催場所は川崎市民センターで、社
会人10 名程と川崎市立橘高校の高校生 7名が、熱心に話を聞いてくださいました。
講演後、ワークショップを行い、私の話を聞く前と聞いた後で、「福島」と「保養」という言葉のイメージ
がどう変化したか、グループに分かれて話し合っていただき、発表してもらいました。参加者の方から、「今
日の話を聞く前は“保養”という言葉自体、知らなかったが、話を聞いた後は、“子どもたちの笑顔”“命”というイ
メージを持った」という声をいただきました。また、高校生のみなさんからは、「来年、高校を卒業したら、
ぜひボランティアで参加したい」という嬉しい言葉をいただきました。（久米島スタッフ・熊手あゆみ）

いています。お名前を掲載できませんが、ご了承ください。
Happy Berry、BLUE MOON CANDLE OKINAWA、EV Friedensgemeinde Bremen Friedenskirche
(平和教会)、Japan BAZAR 2018 BREMEN、Mark Akixa Office、WE21ジャパン おだわら、アウレオ、
アクト・ビヨンド・トラスト、あらた法律事務所、ウイズアス・プロジェクト、お絵描きぽけっと、カタログハウス
小銭の会、カフェ・ベルク、ギター弦の会、キッチンファイブ、くるみの会、ゴールドマン・サックス証券、
ジュピマール、スイス アジサイの会、ドイツフライブルグ市民大学、ドテラジャパン、ドルトムント独日協会
パルシステム東京コネクションズ、パルシステム東京世田谷連絡会、ファンケル「もっと何かできるはず基
金」、ファンケルグループ、フライブルグ独日協会、ゆいま～る那須ショップま～る、愛知蓮蔵院ヨガ、
我楽多、儀間建設、宮ノ前ハイツ喜楽会、球美の里こどもクラブ、原発どうするまつり。実行委員会、
合田燃料機器、彩雲リーディング有志、子どもの未来を考えるお店「せいのお」、実教出版9条の会、
那覇市若狭児童館 ママフェスタ、ジャパン・カインドネス協会、普連土学園 宗教委員会、風街ろまん、

未来の福島こども基金

★



 

〈新しいミニバスが届きました！〉

球美の里の文字通りの足となって活躍してくれたミニバ
スを買い替えました。2012年のオープン当初よりアウレオ
からのご寄付により購入。空港や公園、浜辺へと送迎時にな
くてはならないものでした。新しいバスはゴールドマンサッ
クスのご支援によるものです。ありがとうございました。バス
の色はブルーからあずき色に変わりましたが、運転手さんは
変わらずやちむんさんです。どうぞ、今後とも安全運転で子
どもたちを運んでください。

沖縄・球美の里への寄付口座／クレジットのご案内 

＊お願い：寄付をしてくださった方は、払込用紙に
住所・氏名・連絡先の電話番号かメールアドレスを
記載してくださいますよう、お願いいたします。払
込用紙を使わない場合は、お礼の連絡や領収書の送
付のため、電話・FAXやメールでの連絡をお願いい
たします。お手数をおかけしますが、よろしくお願
いします。
＊認定NPO法人への寄付の寄付控除について：認定

NPO法人に寄付された場合、所得控除・税額控除の
対象になります。球美の里も2015年7月に活動内容
が認められて、認定をいただくことができました。
控除を受ける場合は領収書が必要となりますので、
寄付をしてくださった際に球美の里の東京本部か
らお送りする領収書を保管の上、確定申告をしてく
ださい。詳細は地域の徴税窓口か球美の里までお問
い合わせください。

ゆうちょ銀行 00160-6-634014  口座名 特定非営利活動法人 沖縄・球美の里

三菱東京UFJ銀行 高田馬場支店（053）  普通  1231737
口座名 特定非営利活動法人  沖縄・球美の里

クレジットで決済
（PAYPAL）

沖縄・球美の里のホームページ「寄付する」のページからお申し込みいた
だけます。

◆藤⽥操医師・講演会◆
球美の里を開設当初より応援してくださっている「未来の福島こども基金」による会計および活
動報告会のお知らせです。たらちねクリニック院長の藤田操医師と、球美の里理事の小児科医・
黒部信一医師の講演もあります。どなたでも参加いただけます。
・日時：2018 年 8 月 4 日（土）14：45 ～17：00（14：30 開場）
・主催：未来の福島こども基金　　・参加費：無料
・場所：東京・練馬文化センター 3 階 集会室

最寄り駅／西武池袋線・有楽町線・都営大江戸線「練馬駅」北口徒歩 1分
・講師：たらちねクリニック院長・藤田操医師「福島の今と今後の課題について」

           そのほか、未来の福島こども基金代表の黒部信一小児科医師の話、1年間の会計報告など   
・お問い合わせ： TEL：090-3539-7611 FAX：048-470-1502

E メール：fromcherno0311@yahoo.co.jp
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◀球美の里を紹介するパンフレット（A4サイズ
三つ折り）を、イベントで配布したり、店舗に
置いていただいたり、お知り合いに配っていた
だけけませんか？

ご検討いただける方がいらっしゃいましたら
東京本部（連絡先は以下）までお問い合わせく
ださい。

★ 球美の里のNEWS LETTER『球美の里だより』4号を発行します  ★ 

球美の里のNEWS LETTER『球美の里だより』
の第4号をお届けします。球美の里の今の様子をご
覧ください。ご家族や友人にも読んでいただいて、
球美の里への支援の輪を広げていただけると嬉し
いです。ご意見や感想、今後のご希望などについ
てもお聞かせください。
『球美の里だより』は、球美の里のホームページ
でもご覧いただけます（ホームページではカラー
で掲載しています）。「『球美の里だより』はホー
ムページで見るので郵送不要」という方は、球美
の里東京本部までご連絡ください。どうぞよろし

くお願いします（連絡先は以下をご覧ください）。
＊メールをいただく際には、パソコンからのメー
ルを受信できるアドレスをお知らせください。
住所・氏名もご記入くださいますよう、お願いい
たします。

² 『球美の里だより』は年数回の発行を予定して
います（不定期）。

² ご寄付くださる方の便宜を考慮して郵便局の払
込用紙を同封させていただきましたが、寄付を
強要するものではありません。
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TEL：03-6205-6139 FAX：03-6205-6140 メール：tokyo@kuminosato.net
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平成 30 年 7 ⽉豪⾬で被災されたみなさまにお⾒舞い申し上げます。 
お亡くなりになられた⽅とご遺族の⽅にお悔やみを申し上げますとともに、1 ⽇も早い、⽣活の場の復
旧を⼼よりお祈りいたします。  
また 6 ⽉の⼤阪北部地震をはじめ、近年の地震や台⾵で被災され、今尚復興途上にいらっしゃる⽅々に
もお⾒舞いを申し上げます。 この夏も、引き続き台⾵や異常気象による天災、また異常気温による熱中
症などが⼼配されています。球美の⾥も沖縄の久⽶島にあり、台⾵の被害がないよう、でき得る限りの
準備をしていきます。 

 みなさまもご⾃愛ください。 

★ ボランティア募集　 ★
球美の里では、お手伝いをしてくださるボラ

ンティアの方を常に募集しています。お手伝い
いただきたい内容は、久米島での子どもたちの
お世話（保養実施時／引率同行含む）と、東京
本部の事務・発送作業のお手伝いなどです。お
手伝いいただける方、ご関心をお持ちくださっ
た方は、東京本部までご連絡ください。球美の
里のパンフレットや振込チラシの配布のご協
力もお願いします。
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