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沖縄・球美の里での保養が 100 回となりました
沖縄・球美の⾥が 2012 年 7 ⽉に久⽶島で保養活動をスタートしてから 6 年半が経ち、この年明けの学
童保養が 100 回⽬の記念すべき回となりました。これまでの延べ保養者数は約 3,500 名（保護者も含める
と約 4,300 名）です。東⽇本⼤震災からもうすぐ 8 年、福島の⼦どもたちへの⽀援を⻑らく続けてくださ
っている皆様に⼼より感謝申し上げます。

久米島で 100 回記念イベントを開催しました

100 回の保養記念として、久⽶島では、地元の皆様への感謝の気持ちを込めて、沖縄の⺠謡歌⼿の第⼀⼈
者 古謝美佐⼦さんやなんくるさんしん、福島の⼦どもたちでコンサートイベントを開催いたしました。た
くさんの⽅が観にきてくださり、とてもいいイベントでした。詳細は本紙 4〜5 ページをご覧ください。

冬休みに 2 回の学童保養を実施しました
この冬休みも 2 回の学童保養が⾏われ、各回約 50 名の⼩中学⽣が久⽶島で元気に過ごしました。寒い福
島とは違って、半袖 OK の久⽶島で、⼦どもたちは球美の⾥の庭や岩⼭で遊んだり、海に⾏ったり。年末の
保養ではクリスマスを、年明けの保養では餅つきも楽しみました。⼦どもたちの様⼦を次のページでご紹介
しています。ご覧ください。

クレヨンハウスからたくさんの絵本をいただきました
クレヨンハウスの落合恵⼦さんより、絵本や⽣活雑誌
等合わせて 100 冊以上の本が届きました。球美の⾥のオ
ープン当初にもいただいているのですが、100 回保養の
お祝いに、新たに贈ってくださいました。ありがとうご
ざいます！ 早速、図書館に「クレヨンハウスからの寄
贈本」コーナーをつくって並べました。左⼿前にある⽊
の看板は球美の⾥のボランティアスタッフがつくって
くれました。
沖縄・球美の⾥の発起⼈であり、名誉理事⻑だった広河隆⼀⽒の不祥事について、本紙 10 ペー
ジで向井雪⼦理事⻑からお詫び⽂を載せさせていただいています。ご覧ください。

沖縄・球美の⾥では、2018年7⽉〜2019年1⽉（93〜100次）まで8回の保養の間に308⼈の⼦どもたち、
29⼈のお⺟さんたち、合計337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93次学童保養／2018年7月
夏の学童保養1回⽬。夏といえばスイカ！

島の⽅か

らいただいたスイカでスイカ割りをしました。
っても⽢くておいしかったね♪

と

釘付け！！ 球美の⾥に帰ってからも興奮冷めやら
ず…とっても楽しかったようです。

ちょうど台⾵が接

近し、どうなることか⼼配しましたが、過ぎ去ってか
らは天気も良く、海でたくさん泳いだり、外を⾛り回
ったり、思いっきり遊びました。

第94次学童保養／2018年8月
8 ⽉の久⽶島は気温が⾼く、陽射しもとても強いので、
少し動いただけでも汗がでてきます。それでも、⼦ど
もたちは元気いっぱい！

保養中はずっと天気も良

くて、⼾外での遊びも楽しむことができました。また、
⽐嘉⽼⼈クラブの⽅々をお訪ねして、⼀緒に輪投げ

第 96 次学童＆母子保養／2018 年 10 月
10 ⽉初め、⺟⼦と学童のミックス保養。台⾵が接近
し、3 ⽇⽬まで外に出られず、室内で過ごしましたが、
ボランティアのみなさんによるヨガやリズム遊び、
ハロウィンを先取りした⾐装作りなどを楽しみまし
た。また、4 ⽇⽬からは海や外で遊ぶことができ、久
⽶島にある⼦育てサークル「にじのひろば」さんとの
交流会では、⼿遊びをしたり、絵本を⾒たり、島の⼦
どもたち、お⺟さんたちと楽しい時間を過ごすこと
ができました。

やグラウンドゴルフ、ソフトボーリングなどの遊び
を楽しみました。

第95次学童保養／2018年8月
夏の学童保養3回⽬。島の⾓⼒（相撲）⼤会に「球美
の⾥チーム」として参加させていただきました。島の
⼦どもたちと相撲をとってなんと2回戦まで進むこ
とができた⼦も！ 参加していない⼦も、気持ちを
⼀つにして、精⼀杯応援をし、とても盛り上がりまし
た。そして、お盆ということで、⽐嘉地区のエイサー
を⽬の前で⾒学させていただき、その迫⼒にみんな

第97次母子保養／2018年10月
10 ⽉の終わり、みんなで寄付していただいたポリ袋
で⾐装を作ったり、島の⽅からいただいたナンクワ
ー（島かぼちゃ）でジャックオーランタンを作ったり
して、ハロウィンパーティーをしました。素敵な⾐装
ができて、みんなとても満⾜気！ また、ずっと天気
も良くて、海では⼦どもたちはもちろん、お⺟さん
たちも⼤はしゃぎ！ アットホームな保養でした。
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りと、盛りだくさんの保養となりました。

第 100 次学童保養／2019 年 1 月
記念すべき 100 回⽬の冬の学童保養 2 回⽬。ここ
まで保養を続けることができたのも、島の⽅々、そ
してみなさんの⽀えがあったからです。保養中に⾏
われた 100 回記念イベントでは、⼦どもたちも短い
期間で頑張って覚えた歌を披露して、感謝の気持ち
を伝えました。古謝美佐⼦さんのステキな歌声にみ
んなもパワーをいただき、新年の餅つきをしてお雑
煮を⾷べて、晴れた⽇には、ハテの浜やイーフビー
チでの海遊び、畳⽯での磯の⽣き物の観察なども、
楽しみました！

第 98 次母子保養／2018 年 11 月
11 ⽉中旬、2 週間の⺟⼦保養です。今回の保養で球
美の⾥のサーキット場と砂場が遊び納めとなりまし
た。⼦どもたちも⼤好きだった場所です。今まであり
がとう。また、久⽶島にある「なでしこ保育園」のお
友達が、球美の⾥に遊びに来てくれました。みんな、
元気いっぱい！！ 先⽣⽅と⼀緒に⾳楽にあわせて、
⾝体を動かしたり、歌ったり、⾛ったりと楽しい時間
を過ごしました。

〜保養に参加された
お⺟さんとお⼦さんからのお⼿紙〜

第 99 次学童保養／2018年12 月
平成最後の冬の学童保養 1 回⽬です。前半は暑い⽇

〈要約〉6歳の娘と参加。福島ではまだ汚染されている環境
にある。自然に触れることも地の物を食べることも躊躇し
ている。風評被害だから地元のものを食べようという空
気。本当は実害で食べさせたくないということを言いづら
い状況だ。（略）この様な経験ができたのも支援者の方々
の温かい支えのおかげで感謝しています。いただいた思い
を子どもたちにつなげていきたい、、、

が続きましたが、12 ⽉ということもあり、後半は肌
寒い⽇が続きました。今回から、新しく⼤型遊具が球
美の⾥に仲間⼊り！

ハテの浜ではきれいな⾙がら

をたくさん拾ったり、空⼿教室で型や古武道、板割
りを体験し、芝⽣で芋煮会をしたり、クリスマスに
は、サンタさんから素敵なプレゼントをもらった

☆沖縄・球美の⾥での保養の様⼦は、球美の⾥のブ
ログ（http://kuminosato.blog.fc2.com）でご覧
いただけます。球美の⾥のホームページ (https://
www.kuminosato.com）から⼊っていただくか、
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。ぜひご覧ください。
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〔 報 告 〕 沖 縄 ・ 球 美 の 里 保 養 100 回 記 念 イ ベ ン ト
～島 のみなさまへの感 謝 の気 持 ちを込 めて～

も保 養

2019 年 1 ⽉ 5 ⽇(⼟) 、4 ⽇の曇り空に引き続き、明⽇は
⾬、午後からドシャ降りという予想もありました。当⽇の午
前中、ときどき⾬が落ちる中、古謝美佐⼦さんとパートナー
の佐原⼀哉さんが球美の⾥に来てくださいました。ちょうど
⼦どもたちは舞台で披露する歌の練習中でした。⼦どもたち
の歌を聞いたあと、古謝さんが「舞台の最後に私たちと⼀緒
に歌いましょう」とご提案くださり、練習をしました。合い
の⼿の⼊れ⽅などを、三線も弾きながら教えてくださいまし
た。古謝さんも佐原さんも⼦どもたちに、とても気さくに接
してくださいました。
11 時、古謝さんたちが会場（具志川農村環境改善センタ
ー）に着くころには、⾬は上がっていました。すでに第⼀陣
のスタッフが椅⼦を出し終わり、舞台ではなんくるさんしん
によるリハーサル中でした。
その後、古謝さんはとても⼊念にリハーサルをされまし
た。⾳響さん、照明さんとの打ち合わせも細部まで詰めてい
らっしゃいました。
リハーサルが⼀段落したころ、10 年前、古謝さんが久⽶
島に⾒えたとき、古謝さんが⾚ち
ゃんを抱っこして童神を歌ったと
いう、その⾚ちゃんが 10 歳の⼥
の⼦になって、⾯会にきてくれま
した（もちろんその⼦は覚えてい
ませんが）。古謝さんとうれしそう
に話をしていました。リハーサル
のときは、⺠謡にふさわしい⾐装
に着替えて、それも素敵でしたが、
リハーサルが終わって本番の⾐装
に着替えたとき、美しいオーラがあたりに⽴ち込めました。プロとはこういうものか、と感じ⼊りました。⼦ど
もたちと接している普段着の姿と全く違う、神々しいとも⾔えるお姿を⽬の当たりにしました。
コンサートの最初は福島の⼦どもたちの歌。沖縄出⾝の歌⼿・しおりさんが歌っているスマイルを歌いまし
た。短期間の練習で⼦どもたちは息があった歌いっぷりで、ゲストのみなさんも、客席のみなさんも拍⼿喝采
でした。次が球美の⾥の保養に毎回出演してくださっている⺠謡グループの
なんくるさんしん。吉⽥薫さんがリーダーで、⻑⼥さんも⻑男さんも加わっ
て豪華メンバーでした。
古謝美佐⼦さんは、優しく深みのある素晴らしい歌声を聴かせてください
ました。パートナーの佐原さんは、古謝さんの持ち歌『童神』ほかの作曲者
でもあり、伴奏も歌ったりもされます。古謝さんとなんくるさんしんとのコ
ラボもあり、古謝さんとの共演を楽しみにされていたなんくるさんしんのメ
ヱバーたちもとても喜ばれました。
アンコールは安里屋ユンタで、出演者全員で歌い、最後はみんなでカャー
リーを踊りました。
沖縄タイムスが詳しく掲載してくださいました。次ページでご紹介します。
コンサートの後、古謝さん、佐原さんは球美の里で子どもたちと一緒に夕
ご飯を食べました。さらに子どもたちは、食後にお二人のまわりに寄って、
サインをもら ったり、写真を一緒に撮ったりと大喜びでした。子どもたち
にとって一生忘れられない一日になったことでしょう（写真次ページ）。
※コンサートの様子はブログをご覧ください。http://kuminosato.blog.fc2.com/
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記念すべき 100 回目の保養は“2019年 1 月の
学童保養にあたる”ことが分かったそのときから、
さて、イベントは何か︖ 何が開かれるのか︖ と、
関係者一同それぞれに期待を込めた思いを抱いた
のではないでしょうか︖
球美の里では、これまでも節目にイベントを開
催してきました。
まず、設立時の 2012 年 7 月に、球美の里設立
の賛同者で大口の寄付を今も続けてくださってい
る石井竜也さんを招いて、久米島でオープニング
セセ
セレモニーを開催しました。半年後の11月には久
米島で、ウクライナ民族楽器バンドゥーラ奏者で
歌手のナターシャ・グジーさんの演奏会、12 月に
は久米島、東京、いわき、京都で、ベラルーシの
保養施設「希望」の所長マクシンスキーさんの講
演会を開催しました。東京での講演会のときには
ナターシャさんに歌とバンドゥ ーラの演奏もして
いただきました。
翌 2013 年 6 月には、球美の里 1 周年記念と
して、北海道ガンセンターの名誉教授 西尾正道氏
や元 NHKアナウンサーの堀潤氏を招き、「子ども
を守るためにできること」をテーマにした講演会
を東京で開催。また同年 8 月には、チェルノブイ
リの心理ケアの専門家エレーナ・トルスタニア准
教授を招いた講演会を、東京・福島市・いわき市
で開催しました。
2014年8月には、2周年記念イベントとして、
久米島でおしどりマコ・ケンさんや地元民謡グ
ループ なんくるさんしんのライブなどを行いまし
た。2015 年 10月には、3 周年記念として、「久
米島のみなさまに感謝する会」を開催。野外ス
テージを球美の里の敷地内に設置して、おしどり
マコ・ケンさんやなんくるさんしんのライブ、地
元幼稚園児の歌や出し物、保養中のいわき郷ヶ丘
幼稚園生の歌も披露し、盛りだくさんのイベント
を実施しました。

多くの島民のみなさまが、山城の球美の里まで足を運
んでくださました。
4 周年は、2016 年 11 月に東京 文京シビックホー
ルで、保養の写真展と福島県立博物館館長で学習院大
学教授の赤坂憲雄さんをお迎えしてシンポジウムを行
いました。来日中の支援者ドルトムント独日協会代表
のシュルターマン容子さんからもご挨拶をいただきま
した。東京での催しにより、ボランティアやご寄付の
お申し出が広がりました。
2017 年 8 月、5 周年目の夏には、新宿区戸塚地域セ
ンターのオープンスペースにおいて、写真展『球美ぬ
里にめんそうれ展・2017』を開催しました。新宿区お
よび区内在住のボランティアさんに大変お世話になり
ました。10 月には「福島とチェルノブイリ 子どもた
ちの夏の保養」と題した報告会を、東京で開催しまし
た。
昨年、6 周年目の夏は、新宿区中央公園 区民ギャラ
リーにおいて、『球美ぬ里にめんそうれ展・新宿
2018』を開催しました。なんくるさんしんのメンバー
の女性2 人が出演。歌と民謡で区民のみなさまを楽し
ませてくれました。
そして、今回、100 回記念イベントです︕ 沖縄の民
謡歌手の第一人者のお一人、古謝美佐子さんがコン
サートをお引き受けくださったときは、本当にありが
たかったです。▼写真は古謝さん、佐原さんと子どもたち
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久 米 島 事 務 局 より
沖縄アミークスインターナショナル⼩学校の皆さんから備品の寄付をいただきました
沖縄アミークスインターナショナル⼩学校の皆さんが、沖
縄・球美の⾥にたくさんの備品を寄贈してくださいました。同
校では、毎年チャリティーバザーを⾏い、集めた資⾦で、海外
の団体へ物品の寄付を⾏ってきたそうです。今回は⽇本の⾝近
な団体に寄付し、⼦どもたちの⼩さな気づきや⾏動によって、
⾃分たちが何かの役に⽴つことができることを実感してほし
いとの思いから、球美の⾥に寄付をしてくださいました。同校
教員で、球美の⾥ボランティアスタッフとしても参加していた
だいている⼟屋直⼦さんが推薦してくださったそうです。
掃除機、トイレットペーパー、洗濯洗剤、⼿洗い洗剤、草刈
機の刃など、多くの必要な備品をいただきました。沖縄アミ
ークスインターナショナル⼩学校の皆さん、ご⽗兄やご関係
者の皆様、温かなご⽀援を誠にありがとうございました。

▲バザーのおもちゃ店。他に、⽂房具、⾐類、⾷器など
も販売し、寄付物資購⼊資⾦を集めてくれました。

▲沖縄アミークスインターナショナル⼩学⽣の皆さ
んと、後列左から⼟屋先⽣、バザー担当の波⽊井先
⽣、細野先⽣。

▲チャリティーバザーをしてくださった皆さん。球美の⾥
に保養に来る⼦どもたちに向けて、素敵な寄せ書きもつく
ってくださいました。

保養 100 回記念にたくさんの贈答品をいただきました

球美の⾥の 100 回保養を記念して、たくさんの贈答品をいただきました。ありがとうございます。⼀部をご

紹介いたします。
☆⼤型屋外遊具と太陽光パネル☆
球美の⾥の庭（保健室とピラミッドの間）に新しい⼤型屋外遊具を設置しました。全⻑ 15 メートルほどの
⼤型の⽊製遊具（アメリカ製）で、すべり台が 3 つ（チューブ型 3 つ、ほか 1 つ）、ボルタリングが 2 か所
あり、お店を開く場所があったり、双眼鏡が置いてあったりと、遊び⼼満載です。昨年 11 ⽉ 26 ⽇に基礎⼯
事が始まり、遊具のパーツの運搬・組み⽴てなど、専⾨の技師と久⽶島のボランティアさん、スタッフも総出
で、12 ⽉2 ⽇に完成しました。99 次保養で初披露、⼦どもたちはボルタリングやすべり台で、楽しく過ごし
ていました（写真は 100 次保養）。
また、球美の⾥で⾃前の電気を使えるようにと、太
陽光パネルを寄贈していただき、設置しました。場所
は新館の屋根の平らなところです。太陽光パネルで発
電した電⼒を必要なときに使えるよう、蓄電池の設置
と電⼒会社の電線とつなげる⼯事はこれからです。
また次回に報告します。
いずれもデイズ被災児童⽀援募⾦による寄贈です。
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☆100 回記念のステンドグラス☆
ボランティアでステンドグラス作家のサエさんが、100 回記念のステンドグラス
をつくってくださいました。「海と空と KUMI」をテーマに、島の名所のはての浜の
沖から久⽶島を眺めながら航海する球美の⾥の⼦どもたちが描かれています。サエさ
んは遠く福島から訪れたお⺟さんと⼦どもたちが、沖縄の美しい海を⾒て感激する姿
がとても印象に残っているのだそうです。「遠い場所久⽶島ですが、この場所で〈み
んなで協⼒しながら魯を漕いで進めよう〉との宮崎駿さんの⾔葉のように、来て良か
ったと思ってくれたら嬉しいです」とコメントをお寄せくださいました。図書室に飾
らせていただいています。

「冬休み子ども科学手紙相談」が大人気！
「答えを出すことではなく、疑問をみつけて欲しい」
「図書館の本を読んで欲しい」という気持ちから、ボランティ
アスタッフの鈴木正輝さんが、99 次と 100 次に「冬休み子ども科学手紙相談」を企画してくださいました。まず、
天文・宇宙、動植物などについて、子どもたちが不思議に思っていることを手紙で投書してもらい、鈴木さんが図書
館で調べます。そして、夕食後の食堂で「質問＆解説の発表
会」をするというスタイルです（夜のプログラムがない日）。
「カラスはなぜハンガーで巣を作るのか」
「海の塩はどこ
からくるのか」
「久米島の地面は朝起きるとなぜ湿っている
のか」など届いた約 50 の質問に対して、鈴木さんが「僕も
何も知らなかったけれど、図書館で調べたらここまでわか
りました」と、
「調べることの大切さ」をも伝えながら解説
をし、子どもたちと一緒に考えました。
例えば、
「海の中の生物が死んだときどうやって保護する
のか」の質問に対して、ワシントン条約、ラムサール条約、
世界最大の自然保護団体 WWF.や日本の NGO ナマケモノ
倶楽部（ナマケモノの生態からスローに生きる生き方）など
について、鈴木さんが調べて話してくれました。
「今日もあ
るの？」と楽しみにする子どもも多く、大人気の企画となり
ました。

いろいろな場所で球美の⾥についてお話しました
2018 年は、保養について、お話しする機会が多くあ
りました。前号でお伝えしましたように、6 月には久米
島スタッフ・熊手あゆみが上智大学と拓殖大学（社会人
講座）で講演。そのつながりで学生さんや社会人の方が、
その後、球美の里のボランティアに参加してくださいま
した。

☆10/12

青山女子学院短大 子ども学科 2 年生
「保養の必要性と実践」
児童文学評論家の西山利佳さんが「女性 環境 平和」
というテーマで、同短大 2 年生約 100 名を対象に 9 月
から毎週一回、ゲストスピーカーを呼んで授業を行って
います。昨年 10 月のゲストとして呼ばれていた森の測
定室滑川の方が、球美の里にも「ご一緒に」と声をかけ
てくださり、汚染地域に暮らす子どもにとっての保養の
必要性とその実践について、向井が話をさせていただき
ました。
☆11/10 「保養 子どもたちの未来のために」
和光市中央公民館 市民対象
「保養ってな～に？ 本当に必要なの？」というお
話を向井がしました。主催者は「原発といのちを考え

る会 WAN」、3.11 後、定期的に学習会を開いている
市民グループです。

☆12/1 夏の保養報告会 パルシステム東京
チェルノブイリ子ども基金の佐々木真理さんが、ベ
ラルーシの保養の様子を話しました。球美の里の保養
にについては、球美の里のボランティアで大学生の麻
生治成さんが、わかりやすく話をしました。
☆12/24 やっちゃえ! 我らの文化祭 2018
未 来 創 造 塾 主 催 日 暮 里 サ ニーホール
拓殖大学の社会人講座つながりで、主催者の方が球
美の里にボランティアに来られ、さらにこの文化祭で
「保養の話と写真展を」とご依頼くださいました。い
ろいろなブースが出て、楽しく盛りだくさんの企画で
した。球美の里もチャリティグッズを販売しました。
向井の講演を聞いて「始めて球美の里を知った」と
いう方が多かったことを受けて、
「どうしたら、球美の
里のことを知ってもらえるか？」というワークショッ
プを開催してくれました。いろいろ貴重なご意見をい
ただきました。
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たらちね・こども保 養 相 談 所 から
2018 年 5 ⽉から、たらちね(認定 NPO 法⼈いわき放射能市⺠測定室たらちね)のベータ線ラボで測定の担当
をしております⽥中典⼦です。たらちねにスタッフとして加わる前に、沖縄・球美の⾥に 6 回参加したことが
あります。現在⼦育て中の⺟親として、そして測定スタッフとして、様々な問題に⽇々向き合っています。
東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故から、もうすぐ丸 8 年になります。
福島第⼀原発が今どのような状態か？

放射能による汚染はどうなっているのか？

体にどのような影響が

あるのか？などの情報を⽬にする機会はかなり減ってきているように思います。「原発事故からもう 8 年たつ
し、なんとなく⼤丈夫なんじゃないか」と思われる⽅も多いのではないでしょうか。
「⽬に⾒えない・におわない・感じない」放射能に対して、⾼い意識を持ち続けることは容易ではありませ
ん。意識の差が広がっていく中、福島では、
「放射能を気にしています」と堂々と⾔える状態ではなくなりつつ
あるのかなと感じています。
ですが、今も⼭菜やきのこなどからは⾼い値が検出されていますし、⼦
どもたちが遊ぶ公園や学校の⼟壌からは事故当時よりも⾼い値が検出され
ている所もあります。
さらに、東京都と福島県の家庭の掃除機のゴミのセシウム値を⽐較する
と、空間線量はほとんど変わらないのに福島のセシウム値は東京の約 10 倍
もあるものもあり、測定値を知って、このセシウムを含む塵を呼吸ととも
に毎⽇吸い込みながら⽣活しているのかと愕然とします。
私には、2 ⼈の⼦どもがいます。今まで⾷品や外遊びに気をつけて、なる
べく被ばくしないように⽣活してきました。しかし、息⼦が⼩学⽣になっ
て、学校給⾷が地産地消であることや、空間線量の⾼い地域での校外活動
など⾏う実情に、この「なんとなく⼤丈夫だろう」の雰囲気が、いろいろ
な事に NO と⾔いづらい環境になってきています。
学校では、放射能を理由に給⾷を⾷べない⼦も校外活動に不参加の⼦も
いませんので、親が⾷べさせたくない参加させたくないと思っても、⼦ど
もが「みんなと違う」ことを嫌がり無理強いすることはできません。だか
ら、家庭での⾷事に気をつけ、また保養に参加することがとても重要な事
だと考えています。

球美の⾥での保養時に、近くのイ
ーフビーチで遊ぶ⼦どもたち
（2018 年 11 ⽉）

⼦どもたちの毎⽇の被ばく量を少しでも減らし、放射能汚染の⼼配のない⼟地で安全な⾷事をして、おもい
っきり遊ばせたいと思い、私たち家族は球美の⾥の保養に数回参加しました。
球美の⾥で過ごす⼦どもたちは、⽬をキラキラさせて朝から晩まで砂だらけになって外で遊び、もりもりご
飯を⾷べてぐっすり眠ります。特に息⼦は⽣き物が⼤好きなので、⼭ではバッタやトカゲ、海ではヤドカリや
ヒトデなどを捕まえ、福島ではできない体験をとても楽しんでいます。
保養の効果は、放射能汚染のない⼟地でのびのびと過ごす事でストレスから解放され、体内の放射性物質の
排出を促進すると⾔われています。それだけではなく、福島から遠く離れた沖縄で、保養で初めて会った⼦ど
もたちと共同⽣活することで、多くのことを感じ学び、⼼⾝共に⼤きく成⻑することも保養の効果だと感じて
います。
原発廃炉までの道のりは、まだ明確ではなく、汚染⽔やモニタリングポスト撤去問題などと合わせ、その他
のたくさんの問題を⼦どもたちが引き継いでいくことになるだろうと思うと、⼦どもたちそれぞれが望む明る
い未来を⽤意することができるのか？と⽇々考えます。
幸せな明るい未来はある⽇突然やってくるものでもなく、誰かが作ってくれるものでもありません。今しか
⽣きられない私たち⼤⼈の⼀⼈⼀⼈が、未来を⽣きる⼦どもたちのために、みんなで作っていくものだと思い
ます。

いわき放射能市⺠測定室たらちね

⽥中典⼦

8

雑誌『ソトコト』の〔ソトボラ〕新聞に掲載されました
「社会や環境がよくなって、そしておもしろい」をテーマとしたソーシャル＆エコ・マガジンとして 1999 年
に創刊された月刊誌『ソトコト』12 月号（2018 年／11 月 5 日発売／No.234）の〔ソトボラ新聞〕で、球美
の里を取り上げていただきました。〔ソトボラ〕新聞は、「東北の“いま”」を伝える企画で、ソトコト本誌に
掲載されています。＜発行・発売：株式会社 RR＞
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福島の保養者アンケート結果
福島の子どもたちの保養について、保護者の方々が
現在どのように考えていらっしゃるかを尋ねるアンケート
を、昨年 12 月に行いました。
これまで沖縄・球美の里で保養されたことのあるお子
さんの保護者の方 2,369 名に、たらちね・こども保養相
談所（球美の里での保養者の募集やお世話をしている
ところ）を通じてアンケートをお送りし、ご回答いただきま
した。
アンケートでは「子どもの食べもの」「子どもの外遊び」
「甲状腺検診」などについて、また、「保養の必要性」に
ついてうかがわせていただきました。詳細は下の「福島
の保護者アンケート（質問内容）」をご覧ください。
今年 1 月 15 日までに戻って来たアンケートは 323 通
で、そのうち、293 通をボランティアの方に入力・グラフ
化していただきましたので、中間報告として今回ご紹介
いたします。
今回のアンケートの結果（中間）を要約してみました。
・半数近くの方が、「県産品は食べさせない」「検査済み
食品を利用」と回答されている。
・約 3 割の方が、今もまだ外遊びを控えさせている。
・約 9 割の方が、放射能に対する不安を今も持ってい
る。
・95％以上の方が、甲状腺検診は今後も必要と考えて
いる。
・85％以上の方が、今後も保養は必要と考えている。

速報！

この結果を拝見すると、お子さんを持つ多くの方が、
今も放射能の危険性を感じながら暮らしていらっしゃる
ことがわかります。
また、約 2,300 通お出しした中、約 180 通が「宛てど
ころに訪ねあたりません」の付箋が貼られて、球美の里
に戻って来ました。ここ数年で転居された方が多いとい
うことはつまり生活基盤が安定していない方もまだ多い
ことを物語っているのではと感じました。
今回は、これまでに球美の里に保養にいらした方々
にアンケートをお願いしましたので、「保養の必要性」と
いう面で、福島全体の一般の方々の意識とはまた違う
かもしれません。ただ、球美の里としましては、放射能へ
の不安を持って日々暮らしている福島の子どもたちと保
護者の方々を支援する活動を、これからも続けて行く必
要があると改めて確信いたしました。みなさまからお寄
せいただいた貴重なご意見・ご希望を、今後の保養に
活かしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
なお、このアンケートは、当初はデイズジャパンでの掲
載を予定し、デイズ被災児童支援募金と球美の里の共
同企画として計画しました。その後、事情によりデイズジ
ャパンに発表することができなくなり、球美の里のニュー
スレターやホームページでご紹介させていただくことにな
りました。暮れのお忙しいときに、急いで送ってくださった
方々、また、コメント欄にびっしり書いてくださった方々、
ご協力をありがとうございました。

質問１ 子どもの食べ物
A 今でも県産品は食べさせない B 特に気にしていない C 検査済み食品など何らかの選択はしている
コメント：
質問 2 子どもの外遊びについて
A できるだけ外遊びはさせない(気にしながら遊ばせている人を含む) B 気にしないで外遊びをさせている
コメント：（現在お住いの市町村名も）
質問 3 放射能に対する不安
A 放射能の不安を強く感じる
B 放射能の不安を少し感じる
C 不安を感じていない
コメント：
質問４ 甲状腺検診は今後も必要か
A 続けた方がいい
B 必要ない
コメント：
質問５ 保養は今後も必要か
A 必要と思う
B 不要と思う
コメント：
質問６ 将来の子どもたちの健康について、どう感じていますか？ また何が必要な支援と思っておられますか？
※できたらお子さんの現在の年齢と性別（どちらか〇で囲んでください）
① -１女
①-２男 歳
②-１女
②-２男 歳
③-１女
③-２男 歳
コメント：
質問７ オリンピックを控え、福島は安全になったという意見が広がっていて、不安を口にすると、風評被害を広げるという批
判もあります。それについてどう思われますか？
コメント：
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１、子どもの食べ物について

4
22

❖今でも県産品は食べさせない 22人
❖特に気にしていない 107人
❖検査済食品など何らかの選択はしている 157人
❖県産品は食べさせず検査済み食品を利用 2人
❖特に気にはしていないが検査済み食品を利用する
ようにしている 1人
❖無回答 4人

107
157

この表には、もともとのアンケートの質問になかった項
目も入っていますが、コメント欄に条件を書いてくだ
さった方がいらしたので、回答として分けました。

２、子どもの外遊びについて

3

３、放射能に対する不安
❖放射能の不安を強く感じる 76 人
❖放射能の不安を少し感じる 184 人
❖不安を感じていない 29 人
❖ A と B の間 １人
❖ 無回答 ３人
❖できるだ外遊びはさせない
86 人
❖気にしないで外遊びをさせ
ている 197 人
❖無回答 10 人

５、保養は今後も必要か

４、甲状腺検診は今後も必要か

❖必要と思う
❖不要と思う

254 人
21 人

❖無回答 18 人

❖続けたほうがいい
❖必要ない 17 人
❖無回答 5 人

271 人

今回のご報告は、質問 1〜5 までの集計結果です。質問 6 の回答の集
計と全質問のコメントのまとめは、今、進めているところです。最終的なア
ンケート結果は、次号のニュースレターでお伝えいたします（次号発行
は今年 7 月の予定です）。
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Information
★ 沖縄・球美の里での保養が100回となり、保養者数が3,448人（延べ）となりました ★

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1月9日の100次保養までに、3,449名の子どもたち（保護者も含めると4,283名）が、久米島の自然の中
で保養をしました。2018年度は全15回、あと3回の保養を計画しています。また、2019年4月からの来年度も、
これまで同様のペースでの保養を予定しています。
保養が続けられていますのは、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。

2019 年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
旧年中は認定 NPO 法人沖縄・球美の里（以下、「球美の里」といいます）の運営にご理解、ご協力

を頂戴し、厚く感謝申し上げます。

さて、輝かしい希望に満ちた新年にこのようなお知らせをしなければならないのは残念でなりませ

ん。

すでに、ご存知の方も多いと思いますが、昨年末、球美の里の名誉理事長であった広河隆一氏（以下、

「広河氏」といいます）のセクハラ問題が週刊文春 2019 年 1 月 3 日・10 日号（2018 年 12 月 26 日発

売）に掲載されました。

また、掲載翌日には、テレビのワイドショー、夕方の NHK ニュースなども放送しました。ネットで

知ったという方もいらっしゃると思います。

球美の里の設立者であり、名誉理事長である広河氏が、DAYS JAPAN の発行人かつフォトジャーナ

リストとしての立場を利用して、被害者の方々の尊厳を傷つける行いをしてしまったことは、球美の里
の活動の理念に照らし、信念そのものが問われる極めて深刻な事態だと認識いたしました。

球美の里は、2018 年 12 月 26 日を持ちまして広河氏を名誉理事長から解任いたしました。その後、

球美の里の理事会で協議しました結果、今後、広河氏との一切の関係を断つことを決定し、2 回にわた

って、ホームページ上に声明を発表しています。

子どもたちの健康と明るい未来を願う活動体に所属している人間が、人の尊厳をないがしろにする行

動を行ってきたことは誠に残念であり、これまでこのことを認識できずに団体の運営を行ってきたこと
に深くお詫びを申し上げます。

2011 年に起きた福島第一原発事故の被害は現在も進行形であり、この先 100 年以上かかるといわれ

る廃炉作業と重篤な環境汚染、それによる健康被害の不安など、負の遺産を子どもたちに背負わせてし
まったことは逃れようもない事実です。球美の里の活動は、この時代の責任を担う世代として私たちが
できる、数少ないことの一つです。

私たちは、子どもたちのために球美の里の活動を継続していきたいと希望しております。

今後とも、みなさまからのご指導ご鞭撻とお力添えをいただきますよう、どうかよろしくお願い申し上
げます。

認定 NPO 法人 沖縄・球美の里
理事長 向井雪子
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★

ご寄付のお礼とお願い ★

前回、2018年7月にニュースレターを発行後も日本では、災害が相次ぎました。9月のはじめに近畿を直撃し

た台風21号、同じく近畿から本州・東北も襲った24号、北海道胆振東部地震等々、緊急事態が発生しました。

福島の廃炉・除染作業などに関心は薄れ、放射能問題も遠のきつつあります。人々の不安の気持ちは置いてけ

ぼりのまま、政府は帰還政策を進めるばかりです。小児甲状腺がんおよび疑いの患者数は200名を超えました。

保養の重要性はさらに高まっています（10ページ掲載のアンケートの項参照してください）。

みなさまのおかげで、100回目の保養まで続いたことをお礼申し上げますとともに、次の200回につながりま

すように、みなさまの引き続きのご支援をお願いします。

◎ご寄付いただいたみなさま（団体からのご寄付・2018年7〜12月／順不同） 感謝！

※ 紙面の都合により寄付金をいただいた団体のみ記載させていただきます。
※ ここではご紹介できない個人のみなさま、品物提供のみなさまにも感謝申し上げます。
-----------------------------------------------------＊-----------------------------------------------------オランダ日本語聖書教会、doTERRACPTGEssentialOilsJapan、ドリームフォーキッズジャパン、トキコプラン
ニング 加藤登紀子、ジャパンカインドネス協会、さくら・市民ネットワーク、カトリック花園教会、カトリッ
ク藤沢教会、ゴスペルクロニクル、儀間建設、デイズ被災児童支援募金、ドルトムント独日協会（ドイツ）、
コドモシエンルームコクーン、大牟田市母と女性教職員の会、クールグルヌィエット、実教出版NNJ、＜非核・
平和＞写真展事務局、愛知蓮蔵院ヨガ、ジャパンフェスト”Japan fest sonnhaldestrasse92"（スイス）、
LUSHLIMITED、大阪体育大学、未来の福島子ども基金、ゆいまーるショップまーる、城南信用金庫（パルシ
ステム東京福島復興支援カンパより）、志木の輪、長谷幼稚園保護者会、沖縄県共同募金会、ふくしま応援隊、
くるみの会、グランドエンジェル 石井竜也、ウイズアス・プロジェクト（羽田ママ）、森の寺子屋・未来創造
塾、オフィス音夢（オンム）、SAKURAMATSURI 2016 (ドイツ) 、Japan staligebijbelsegemeenteker

沖縄・球美の里への寄付口座／クレジットのご案内
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

ク レジ ットで 決済

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。

1231737

特定非営利活動法人 沖縄・球美の里

（PAYPAL）
＊認定NPO法人への寄付の寄付控除について：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。

＜2019年＞講演情報

★『トーク＆映像「原発被災者とこれから」』
・日時：2019年2月9日 18時30分～20時45分
・内容／映画「ふたつの故郷を生きる」
・講演 二瓶和子さん（避難ママ自立支援自助グル
ープSnowDrop代表／福島市から避難）と向井雪子
（当法人理事長）
・会場／練馬区役所アトリウム 地下多目的室
・主催／NPO法人 福島こども保養プロジェクト
＠練馬」
＊関東地域のみなさまにはチラシを同封しました。

★『救援イベントーチェルノブイリ33年、福島8年』
・日時：2019年4月21日 19時〜21時
・内容／ 講演 崎山比早子さん（元放射線医学総合
研究所主任研究官、3.11甲状腺がん子ども基金代表）
・会場／ねりまココネリホール
・主催／チェルノブイリ子ども基金＆未来の福島こど
も基金
＊詳細は web などに掲載します。ご注目ください。
◎2月2日にいわき市で予定していました「キッズシ
ンポジウム」は都合により中止になりました。
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◆チャリティコンサート「石井竜也 GROUND

ANGEL2019：昨年12月6日、代々木YAMANO HALL

で、開かれました。石井竜也さんには、球美の里のオープン時から、多大な応援とご寄付をいただいてい

ます。今回も球美の里のスタッフをご招待いただき、素晴らしいステージを楽しませていただきました。コ
ンサートの中で、ご自身が継続して支援している、難病の子どもたちとご家族の滞在施設についてと、「球
美の里」について、熱く語ってくださいました。ロビーには募金箱が設置され、多くのファンの方々がカン
パしてくださっていました。コンサートの収益から、今回も寄付金を贈っていただきました。石井さんはじ
め、関係者のみなさま、ファンのみなさまに厚くお礼を申し上げます(理事長 向井）。

◆ドルトムント独日協会へ浴衣用帯を贈呈：以前、ドイツでは浴衣が人気ということで、みなさまに呼びか

けて多数の浴衣を送りました。お祭りで、公園のバザーで売っている様子が、ホームページで紹介されてい

ます。https://hilfefuerjapan2011.wordpress.com/昨年、「浴衣は十分にあるけれど、帯が足りなくなった」
との要望があり、本紙前号で呼びかけさせていただきましたところ、期間限定にもかかわらず、合計50枚の

帯をお寄せいただきました。カラフルな柄がドイツでは喜ばれるとのこと。紙面でお伝えできず残念です。

◆新しい紹介ビデオが完成： 昨春の学童保養に参加されたボランティアの小笠原海人さん（大学生）と白根

英路さんが、球美の里の紹介ビデオを作ってくれました(動画撮影/白根さん、写真撮影と編集/小笠原さん)。
子どもたちの楽しそうな様子が満載の、約3分のビデオです。ホームページに掲載。広めてください。

★ 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。ボランティア・メーリングリストに加えさせていただき、お手伝いをお願いしたい時に「ボランテ
ィア募集」のメールを送らせていただきます（その時にご都合がつきましたら、お手伝いください）。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。

★ 球美の里のNEWS LETTER『球美の里だより』5号を発行します ★
いつも球美の里の活動にご協力いただきまして、あ

☆連絡先：沖縄・球美の里 東京本部

りがとうございます。球美の里のNEWS LETTER『球

メールアドレス tokyo@kuminosato.net

美の里だより』の第5号をお届けします。球美の里の

話：03-6205-6139

電

FAX：03-6205-6140

＊メールをいただく際には、住所・氏名もご記入

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

くださいますよう、お願いいたします。

けると嬉しいです。ご意見や感想、今後のご希望な

★『球美の里だより』は年数回の発行を予定してい

どについてもお聞かせください。

ます（不定期）。

「今後の『球美の里だより』はホームページで見る

★ご寄付くださる方の便宜を考慮して郵便局の払込

ので郵送不要」という方は、球美の里東京本部まで

用紙を同封させていただきましたが、寄付を強要す

ご連絡ください。どうぞよろしくお願いします。

るものではありません。

認定 NPO 法人沖縄・球美の里
発行

NEWS LETTER『球美の里だより』 No.5

認定 NPO 法人 沖縄・球美の里

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-19-7

TEL：03-6205-6139

FAX：03-6205-6140

ホームページ：www.kuminosato.com

東京本部

タックイレブン高田馬場 702 号室
メール：tokyo@kuminosato.net

保養ブログ

http://kuminosato.blog.fc2.com/

フェイスブック https://www.facebook. com/kuminosato.net

ツイッター https://twitter.com/kumi_no_sato
インスタグラム：https://www.garow.me/tags/球美の里 ☆インスタグラム始めました☆

