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福島の子ども保養プロジェクト活動

８年レポート 2019 年度

福島県生活協同組合連合会
福島県ユニセフ協会　福島大学地域環境論研究室

2019.7.4【こくみん共済 coop プレゼンツ】
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県外受入れ企画　生活協同組合コープあきた

コヨット！ とは 「コヨット！」とは、子ども保養プロジェクトの
こどものコ　ほようのヨ　プロジェクトのト
保養に「来よう！」と誘う意味も含まれています。

就学児週末保養企画  

週末保養企画リゾートインぼなり　森遊び

　プロジェクト運営体制

   
   

1 週末保養企画 21 回 参加人数： 572 人
2 就学児週末保養企画 6 回 参加人数： 370 人
3 県外受入れ保養企画 12 回 参加人数： 305 人

　※受入団体名等については 13 ページ参照

週末保養企画　　　：ほぼ毎週末  　1 泊 2 日
就学児週末保養企画：ほぼ毎月 1 回　1 泊 2 日
県外受入れ保養企画：通年　1 泊 2 日〜 1 週間程度

事前打ち合わせ費、参加者およびスタッフの宿泊費、
バス借り上げ代、旅行保険費、通信費、会議費、広告費、等。

環境放射線量が高い福島県中通りの保育園・幼稚園の園児

主催：福島県ユニセフ協会╱福島県生協連
共催：福島交通株式会社　福島交通観光株式会社

週末保養企画  湯坊いちらく 週末保養企画  天童温泉　共立社渾身の
企画「お買い物キッチン」全国で展開中！

県外受入れ企画　生活協同組合コープみえ

県外受入れ企画　生活協同組合コープぐんま

県外受入れ企画   生活協同組合コープこうべ

県外受入れ企画　埼玉県生活協同組合連合会

県外受入れ企画　長野県生活協同組合連合会

県外受入れ企画　生活協同組合とくしま生協

県外受入れ企画　富山県生活協同組合連合会

　目的
福島の子ども保養プロジェクト（愛称：コヨット！）

は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による被
災地の子どもたちや保護者をケアする具体的な取り組
みとして実施してきました。放射能によるさまざまな
制約がある日常生活から離れてのびのびと過ごすこと
で、ストレスを解消したり、他の家族やスタッフと触れ
合うことで安心感を得たりすることが、親子関係の安
定につながることに大きな意味があります。発災後満
10 年目に入り、住宅地や通学路などの除染も進み、
空間線量は低下してきています。また、内部被ばくは
食べ物でコントロールできることもわかってきました
が、子育て家庭の不安は解消されているわけではあ
りません。

避難指示解除や住宅無償提供の打ち切りにより
帰還せざるを得ない親子への寄り添い活動も重要に
なってきます。これまでの 9 年間の活動で得た教訓
を生かして取り組んでいきたいと考えております。

私たちは、今後のコヨット！の活動は、子どもの心
と成長、保護者特にお母さんの心身のケアを重点的
に取り組み、一日でも早い被災の終わりを被災当事
者が実感できるよう努めていくことにあると考えてい
ます。

　４つのコース
コヨット！では、子どもの年齢や目的に合わせてこ

れまで４つのコースを設定しています。いずれのコース
も、子どもや保護者が心身両面から保養することを
目指しています。

 1 週末保養企画　 就学前（0歳〜小学入学前）の子
どもと保護者を対象に、福島県・山形県の温泉宿に
1泊2日で出かけ、子どもたちの外遊びや体験などを
通した家族のリラックスタイムを支援

 2 就学児週末保養企画　小学1年生〜６年生の子ど
もたちを対象に、東京ディズニーランドや体験施設
等に出かけ、子どもたちの様々な体験を支援

 3 県外受入れ保養企画　全国の受け入れ団体が企
画した保養プログラム。小学生以上中学生未満の
子どもたちを対象に（参加可能な年齢は各企画によ
る）、長期の休み期間中に実施。各地で工夫された
体験型の企画が満載

 4 「こども遊び塾」週末保養コース　
小学生を対象に森の中での自然体験や森の音楽
会、木工クラフトなどで楽しんでもらっています。

運営委員会
県生協連理事・日本生協連
等から 11 名・毎月開催

保養企画運営について
決定する

週末保養スタッフ
週末保養企画を
実施します

プレーワーカー
「こども遊び塾」企画運営を

実施します

会員生協会員生協
日本生協連日本生協連 日本ユニセフ協会日本ユニセフ協会 福島大学

地域環境論
研究室

福島大学
地域環境論
研究室

『おもいっきり！そとあそび』コース（2015年度で終了） コヨット！年度別実績＆募金・支出推移表

『週末・県外受入れ保養企画』（2019年4月1日〜2020年3月31日）

　プロジェクト実施状況　

2011.12.1〜2020.3.31まで　合計企画数：675企画　参加数延べ：23,102 人
1 週末保養企画　　　：439 企画	 		参加数：14,522 人	 					（うち平日企画：6企画　参加数：104人）
2	就学児週末保養企画：			56	企画	 	 参加数：			3,708 人	
3	県外受入れ保養企画：180 企画	 	 参加数：			4,872 人

2019年度		実施状況

実施期間

主な費用

実施団体

対象

（2011 年 5 月 9 日〜 2020 年 3 月 31 日）
（累計企画数：1,826企画　参加数延べ：86,016人）

期　　間：2011 年 5 月 9 日〜 2016 年 3 月 31 日
企  画  数：1,151 企画
参加人数：62,914 名（延べ人数）

実施状況



新型コロナウイルス感染症パンデミックの中でのコヨット!活動
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対応ガイドライン」に基づき、予防対策が徹底され

ているか、事前チェックを行う。

⑥食事の際のソーシャルディスタンスの確保と換気

を徹底する。

など、少し窮屈ではありますが、感染しない、感

染させないための対策を十分とった上で、実施して

いきたいと考えています。

コロナ禍にあっては物理的距離を保つことが新常

識の中、世界から乖離することはできませんから、

新しい生活様式やソーシャルディスタンスを守って実

施していくことになるかと思いますが、もし仮に第 2

波や第 3 波となれば、中止という選択もやむを得な

いと覚悟しています。

「福島の子ども保養プロジェクト ( コヨット !）」は、

2021 年 3 月をもって一旦終了することになっておりま

すが、コロナ禍の中で中止や規模縮小で企画を行っ

ているため、いただいた募金が残っている限りは、

続けていくことを福島県生活協同組合連合会や福島

県ユニセフ協会の中で、確認しているところです。

例年、夏休み期間中、全国で県外受入企画を実

施していただいていおりましたが、2020 年度は、や

むを得ず中止としました。

この危機はいつか去っていきますが、今後もデジ

タル時代は続いていきますので、「コヨット！ほっこり

ママ会」の心のケア編や料理編など、コロナ禍で子

どもたちとスティホームを進めるための子どもとのス
キンシップやセルフケアの方法など暮らし方のヒン

トなどを動画を含めて発信していきたいと準備してい

ます。

10 年間の活動の振り返り・これまでの支援への

感謝・次代への継承を目的とした「つどい」を今後

開催目指して準備を始めます。

赤べこは、赤い牛の張子人形で、
会津地方の郷土玩具です。子ども
の魔避けとして用いられてきました。
体色の赤は魔避けの効果があり、
天正年間に、会津地方に天然痘が

はやったときに赤べこの人形を持っていた子どもは病気にか
からなかったという伝承があります。「COVID-19」退散！

新型コロナウイルス感染症が、世界的流行パンデ

ミックとなり、世界中を震撼させ、今なお終息してい

ません。

経済活動や社会活動にも大きなダメージを与えて

おり、私たちの命と暮らしを脅かしています。

以下、公益財団法人日本ユニセフ協会早水 研専

務理事「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

危機は、すべての子どもの危機」より抜粋した内容

です。

「子どもたちが、新型コロナウイルス感染症の直

接の犠牲者になる可能性は低いとされていますが、

このパンデミックは、世界中で人々を家に閉じ込め、

学校を閉鎖や休校に追い込み、乳幼児健診や定期

予防接種、栄養不良の子への治療活動を押し止め、

暴力や搾取から守ってきた各種の支援サービスを止

めたばかりでなく、そのリスクを高めています。

学校給食をその日唯一の食事にしている子も少な

くない中、学校の閉鎖・休校にともなう給食の中止

が、世界では 143 ヵ国の 3 億 6,850 万人にのぼる子

の栄養と健康状態に深刻な影響を及ぼすことが懸念

されています。

世界の 5 歳未満の子のうち、4,700 万人にのぼる

と推計される急性栄養不良の消耗症に苦しむ子の命

を支える取り組みが、パンデミックにより困難に直面

していると言われています。

パンデミックのため、多くの国で予防接種キャン

ペーンが中断されています。

はしかワクチンの投与を受けられなかった子は、4

月14日時点で、37ヵ国の1億1,700万人以上にのぼっ

たと推計されており、近年、はしかの流行が報告さ

れている日本を含む先進国の子どもたちも、同様の

脅威に晒されています。

子どもたちが、保護者から言葉や身体的な暴力を

受けるリスクやパートナーなどによる女の子や女性へ

の身体的・性的暴力のリスクも高まっていると言われ

ています。

こうした社会的影響を鑑みれば、この危機がもた

らす長期的な影響を最も強く受けるのが子どもたち

であることは明らかです。

子どもたちの命を守り、健康な発達を支える基本

的な社会インフラの強化が、パンデミックによって引

き起こされる被害を軽減するために何より必要であ

ると考えます。」

人の移動を制限することは重要な措置ですが、そ

れでも感染の拡大を抑えることは難しく、そうしたリ

スクに対応するためには、一日も早い治療薬やワク

チンの開発と量産体制の確立が欠かせませんが、一

般的にワクチンの開発には 6 ～ 12 ヵ月の時間が必

要といわれており、終息長期化は避けられない状況

です。

「福島の子ども保養プロジェクト（コヨット！）」も

新型コロナウウイルス感染拡大を受けて、2020 年 3

～ 5 月の企画は中止としましたが、政府が、県境を

またぐ人の移動を段階的に解除し、6 月19 日 以降

に全国解除する方針を示したのを受けて、6 月 27 日

から再開をしました。

今後、参加者の安全を最大理由に、これまで以上

に細心の注意を払った対応を行っていきます。例え

ば…

①参加人数は、三密（換気の悪い密閉空間・多数
が集まる密集場所・間近で会話や発声をする
密接場面）を避け、25人までとする。

②使用するバスは、公益社団法人日本バス協会が定

めた「バスにおける新型コロナウイルス感染予防

対策ガイドライン」に基づき、予防対策が徹底され

ているか事前チェックを行う。

③参加者には、保養当日までの「体調チェックシート」

の提出を求めるとともに、乗車前に、なお、非接触

型体温計で、体温チェック、マスクの着用、乗車、降

車、宿泊所での手指消毒の徹底をお願いする。

④国交省、観光庁で出している「新しい旅のエチケッ

ト」などを参考に、コヨット！としての「新型コロナウ

イルス対応マニュアル」を作成し、ホームページで

紹介するとともに、参加者にご理解とご協力を求め

ていく。

⑤宿泊施設では、全国旅館ホテル生活衛生同業組合

連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟

が定めた「宿泊施設における新型コロナウイルス

　９年目のコヨット！－原点に立ち返って

　2020年3月11日をみなさんはどのように迎えまし
たか。
　わたしは、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けて3月の海外出張をとりやめ、5月からは在宅勤務
でオンライン授業をおこなう「新しい生活」がはじ
まりました。国内外のメディアが発信する情報をみ
ながら、これから日本社会や世界がどのように変化
していくのかを考えています。
それと同時に、2011年3月11日以降に置かれた状
況の記憶が蘇ってきました。
　2011年3月11日を境に、原発災害の被災地の子
どもたちは家に閉じ込められることが多くなり、桜

の開花を見ることなく、5月の連休や夏休みを迎えま
した。
　学校は4月に再開されたものの、暑さが増すなか
長袖とマスクを装着し、窓を閉め切り、プールや運
動会などすべての行事をあきらめました。
　当時はわたしも、外出する子どもに思わず「息を
なるべくしないで」とまで言ってしまった一人です。
　新型コロナウイルスは放射性物質と同様に目に見
ることも匂いを嗅ぐこともできません。原発災害と
異なるのは、健康被害が可視化されやすいこと、換
気が推奨されているので窓を開けっぱなしにしてい
ること、原発災害はいつの間にか「福島の問題」と
されて被災地以外からの共感を得ることが難しく
なったのですが、今回は世界中の人々が共通の問題
を抱えていることなどです。
　先日発表されたS

※

DGsの進捗に関する国連による

コヨット！ 
アドバイザー　西﨑　伸子

（福島大学行政政策学類教授）

※SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開
発目標）」の略称で、 2015年9月に国連サミットで決められた
「この先の世界が今以上によくなるために、 2030年までに世
界の人全員で協力して解決したい目標」のことです。



　コヨット！	ほっこりママ会　【地産地産推進料理教室】
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　2017年度から地産地消の料理教
室が始まり、これまでに沢山の保護者に参加してい
ただき、講師としても楽しく料理教室を進めてくるこ
とが出来ました。地元の野菜や時には北海道の野
菜まで取り入れ、参加者一人一人が新しい野菜など
の調理方法を学んできました。これだけ長い教室を
受け持ち、参加する保護者の顔にも笑顔もあり、時
には、料理の質問攻めにも合いました（笑）。

　メニュー選びも
時短で出来るもの
や少し時間をかけ
てイベント的な料
理を考えるのも楽
しかったりします。
それを、参加者の
皆さんと和気あいあいと作るのが、料理の醍醐味な
のかも知れません。
　今後も保護者の皆さんが知りたい料理を継続で
きればと考えています。

地産地消推進　コヨット！	ほっこりママ会	【料理教室】 　																											　

料理研究家

本田 よう一  氏

報告では、世界で約15億人の子どもたちが学校に通
うことができていないと伝えられました。
3.11の被災地の子どもたちは、この10年間に困難な
状況を再び経験し、大きなしわ寄せを受けているこ
とを感じます。
　大人の事情を中心にさまざまな対策が決定され
ていくことに申し訳ない気持ちでいっぱいです。
　全国一斉の休校措置によって学校教育を受ける
機会を奪われ、子どもたちの成長に欠かせない「密
になって遊ぶ」ことも自粛が強く求められているか
らです。
　コヨット！の原点は、子育てを「保護者だけにまか

せずに社会で行う」という強い気持ちでした。
　また、不安に思う保護者に寄り添うということも
大切にしてきました。
　8年が過ぎ、コヨット！が目指してきたものをある
程度形にしてきましたが、それは全国からいただい
た支援の際に、多種多様な「濃密なつながり」を
作ってくださったからこそだと思っています。
　なかなか思うようにならない困難な状況がしばら
く続きそうですが、蓄積されたつながりを励みに、
気持ちをあらたにして9年目の活動を行いたいと
思っています。引き続きコヨット！の活動を支えてい
ただけると幸いです。

　コヨット！	ほっこりママ会　　　　　　　　　　【心のケア】

2013 年に「保養参加者交流会」として始まった
「コヨット！ほっこりママ会」も今年 8 年目を迎えま
した。最初の数年間は、幼児と保護者が一緒に参
加する会で、親子遊びなども取り入れながら、災
害と原発事故から引き続く緊張状態にある保護者
の方のセルフケアとなる遊びをたくさん実施しまし
た。日々の生活の中で突きつけられる正解のない
課題や、他の場所ではなかなか話せない本音につ
いて語り、同じ思いをしている仲間と出会い、参加
者が少しずつ安心感を得ていく様子が伝わってきま
した。子どもたちの成長とともに保護者だけが集ま
るランチも含めた会となり、食事を共にすることも、
普段の忙しい生活の中では味わえない、ひとときの
ホッとする時間となりました。開催がままならなかっ
た郡山での「コヨット！ほっこりママ会」も 2019 年
には定着し始めました。

心のケアにとって最も大切な要素は「安心感」です。
「コヨット！ほっこりママ会」が、参加者が自分の気
持ち、感覚や考えを尊重してもらえる場だと感じて
もらえることを、コヨット！のスタッフも、講師である

日本プレイセラピー協会の私たちも一番に心がけて
きました。この 8 年間の月日の中で、参加者同士の
つながりや、場の安心感が強まり、原発事故後の福
島で向き合う生活の困難、子どもや家族との関わり
方、子どもの発達、自分自身の悩みなど、分かち合
いは深まりを増していきました。また、参加者の中で、
ご自身をいたわることの大切さ、それが、子どもや
家族の安心につながることへの理解も深まっていっ
たように感じます。子どものそばにいる大人が、き
ちんと自分自身のケアができること、自分をねぎら
うことができること、助けを求めることができるこ
とが、子育ての中では非常に大切な要素なのです。
2020 年は想定していなかったコロナ禍の中にあり
ますが、そういう状況にあるからこそ、最善を尽く
しながら、「コヨット！ほっこりママ会」を今後も継
続することに協力していきたいと思います。

日本プレイセラピー協会

本田   涼子 氏

コヨット！	ほっこりママ会	【心のケア】　					 　　　　　　　　　　　	　 バナナパウンドケーキバナナパウンドケーキ

«材料»«材料»（16cm×18cmバット１台分）（16cm×18cmバット１台分）
バナナ（完熟したもの）バナナ（完熟したもの） … …３本３本
A　小麦粉A　小麦粉 ……………… ……………… 80g80g

 ベーキングパウダー ベーキングパウダー  小さじ 1/2小さじ 1/2
卵卵 ………………………… ………………………… １個１個
砂糖砂糖 …………………… …………………… 100g100g
サラダ油サラダ油 ………………… ………………… 50g50g
　　（もしくは溶かしバター）　　（もしくは溶かしバター）

«作り方»«作り方»
1.オーブンは170℃に温めておく。バナナ２本はフォー1.オーブンは170℃に温めておく。バナナ２本はフォー

クでつぶす。１本は２等分に切り、縦３等分に切る。クでつぶす。１本は２等分に切り、縦３等分に切る。
Aは合わせてふるっておく。卵をボールに入れて、泡立Aは合わせてふるっておく。卵をボールに入れて、泡立
て器で混ぜる。砂糖を1/2量入れて、よく混ぜ合わせて器で混ぜる。砂糖を1/2量入れて、よく混ぜ合わせ
る。砂糖を加えて、さらに混ぜ合わせる。白っぽくふわる。砂糖を加えて、さらに混ぜ合わせる。白っぽくふわ
りとした状態になったら、サラダ油を入れて混ぜる。りとした状態になったら、サラダ油を入れて混ぜる。

2.泡立て器をゴムベラに持ち替えて、 Aを入れて粉っ2.泡立て器をゴムベラに持ち替えて、 Aを入れて粉っ
ぽさがなくなるまで切るように混ぜ合わせる。潰しぽさがなくなるまで切るように混ぜ合わせる。潰し
たバナナを加えてさっくりと混ぜる。たバナナを加えてさっくりと混ぜる。

3.バットに合わせて、クッキングペーパーを切り、水で3.バットに合わせて、クッキングペーパーを切り、水で
軽く濡らして、絞る。バットにクッキングペーパーを軽く濡らして、絞る。バットにクッキングペーパーを
敷き詰める。２を流し入れて、５回ほど５cmの高さか敷き詰める。２を流し入れて、５回ほど５cmの高さか
ら落とす。薄切りのバナナを乗せる。ら落とす。薄切りのバナナを乗せる。

4.天板に３を乗せて、オーブンの中央の高さに入れて4.天板に３を乗せて、オーブンの中央の高さに入れて
170度で40〜45分焼く。真ん中に竹ぐしを刺して、な170度で40〜45分焼く。真ん中に竹ぐしを刺して、な
にもついてこなければ、焼き上がり。完全に冷ましにもついてこなければ、焼き上がり。完全に冷まし
て、お好みの大きさに切っていただく。て、お好みの大きさに切っていただく。

手羽元と鶏肉の甘辛煮込み手羽元と鶏肉の甘辛煮込み

«材料»（３〜４人前）«材料»（３〜４人前）
手羽元手羽元 ……………………… ……………………… ８本８本
鶏もも肉鶏もも肉 …………………… …………………… １枚（300g）１枚（300g）
ゆで卵ゆで卵 ……………………… ……………………… ２個２個
茹でたチンゲン菜茹でたチンゲン菜 ………… ………… １輪１輪
 A　しょうゆ、みりん、 A　しょうゆ、みりん、
　　砂糖、酢　　砂糖、酢 ……………… ……………… 各大さじ２各大さじ２
　　水　　水 ……………………… ……………………… ２カップ２カップ
　　にんにく　　にんにく ……………… ……………… ２片分２片分
« 作り方 »« 作り方 »

1.もも肉は４等分に切り、手羽元とともにキッチンペー1.もも肉は４等分に切り、手羽元とともにキッチンペー
パーでふきとる。パーでふきとる。

2.鍋にAと１を入れて、強火で沸かす。落としぶたをし2.鍋にAと１を入れて、強火で沸かす。落としぶたをし
て、中火で20分煮る。時折、肉を返す。煮汁にとろみて、中火で20分煮る。時折、肉を返す。煮汁にとろみ
がつくまで煮る。がつくまで煮る。

3.お好みの硬さにゆでた卵を加えて、煮汁と絡める。3.お好みの硬さにゆでた卵を加えて、煮汁と絡める。
器に盛り付けて、チンゲン菜を添える。器に盛り付けて、チンゲン菜を添える。
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したが、今は気にせず遊ばせられるようになった。
水も買ってきて飲ませていたが、水道水を使えるよ
うになった。それでも、まだ心配になる事もあり、震
災前のような生活や気持ちに戻るには時間がかか
ると思います。
Dさん：オリンピックの話題が多く、福島でも会場が
でき、復興をうたっている感じがしますが、あのフ
レコンバッグを見せながら、復興を騒ぐのでしょう
か⁉ 気になりますね（>_<）
Eさん：いわき市では（いわき市とは限らないかもし
れませんが、赤ちゃん～幼稚園入園前までの交流
の場が増えたように感じます。
　　お母さんの居場所の取り合いのように感じます。
　　個人的には、子どもの成長時期に、この震災の
後を過ごしたので、荒れた時期もありましたが、今
は私に手紙をよこすまで成長して、愛情って大切で
す !!って感じています。
Fさん：子供達の甲状腺の検査で…福島の子供達に
甲状腺異常があっても、原発の事とは関係ないと
言われていますが、全国的にみても、福島県の子
ども達の数と全国の数をくらべて問題ないのか？
今後も継続してケアしていただけるのか不安です。
Gさん：自主避難をしていて帰ってから1年がたちま
したが、郡山は普通の生活となっていて、とまどう
事が多いです。野菜も福島県産や近県のものばか
りで、買い物にも困っています。
　　国産の肉はどこの県産なのか分かるお店が少な
いし…
　　中 2の息子は先日プールそうじをさせられまし
た。拒否権がないのがつらかったです。
　　子供達に放射能についてどう話していいか悩み
ます。今更な気もするし、変な人扱されるのもかわ
いそうだから話していいのかわかりません。
　　保養が少なくなったし、子供達も習い事でなか
なか体を修復させる機会をつくれないのが気にな
ります。
Hさん：保養が徐々に減ってきているということ（資

金やスタッフ不足など…）。その一方で、参加者が
集まらない保養もあること（交通費の負担が大きい
となかなか参加は難しかったり、子供が大きくなる
と部活などで忙しくなる等）。
　　甲状腺ガンが増えていること。それ以外の病気
も、子供だけでなく、大人も。

問２　コヨット！ほっこりママ会では、今年は
どんなテーマを取り上げてほしいですか？

A さん：今回のような内容の他に、保養情報とかこ

んな所に中学生も保養（日帰り、近場）に行きた

いとか、参加者に意見を求めるのもいいのかなと

思います。

　　ハンドマッサージとかハーバリウムとかも行って

みたいです。子ども付きで土日に開催していただき

たいです。コヨット！同窓会みたいな感じで子ども

も喜ぶので（^^）（ランチはなくていいので）あま

り心のケアのことでなくてスミマセン。

B さん：育児・震災後の心のケア

C さん：ストレス発散の方法や子どもとの接し方など。

D さん：お母さんのいやしにつながる体を動かすこと

など。笑いをテーマに笑顔で帰るような事案など。

E さん：今回、男の子を持つお母さんの出席率が高く、

男の子を育てるにあたり色々な悩みもあるのだろう

と（私もありましたが…）。悩みごとをぐちるカフェ

や、ワークショップ、講演会 etc. あったらいいなあ

と思います。

F さん：ある程度、子供が大きい子育てママさんの

それぞれの子育て方法、悩み、解決方法など経験

談を話していただいたり、聞いて相談できるような

時間があればうれしいです。小さい子供の会より

大きな子供の会が欲しい。

G さん：ストレスとのつきあい方、デトックスにつ

いて

Hさん:思春期の子供との関わり方。お料理関係（薬

膳、マクロビオティック、スローフード、みそ作り、

梅干し作り）、プレイセラピー。

コヨット！ ほっこりママ会 ― 心のケア編 in 郡山

問１　震災から8年が経ちました。最近は、ど
んな変化を感じていますか？

　　どんなことが気になっていますか？

Aさん：小・中学生でも遊べる場所を作ってほしい。
県内よりも県外の方が安全と思っている方もいるよ
うですが、場所によっては県外よりも県内の方が安
全な場所もたくさんあるのになあと思います。
　　埋めてある土を掘り返して、遠いところに持ってっ

てくれるならいいのですが、同じ市内の別な場所
に移すだけなら、他のことに（保養とか子どもたち
の為に）お金を使ってほしいです。
Bさん：６ 年間県外で避難生活をし、2年前に福島
県に戻ったが、当初は放射能のことを気にする生
活をしていたが、今は時々思い出す程度だ。
　　母子避難の影響なのか思春期特有のものなの
か、息子の反抗が気になる。
Cさん：前は子どもたちを外で遊ばせる事が心配で

心のケアを必要としている保護者はと言います
と、さすがに、9 年が経過していますから、放射
能を心配する声を聞くことは滅法少なくなりました
が、心底、安心しているわけではなく、口にこそ出
さないまでも心の奥底には、わだかまりが残ってい
るのではないかと思っています。

2019 年 6 月 12 日に開催された「コヨット ! ほっ
こりママ会－心のケア編」では、参加者に、本田
先生が「震災から 8 年が経ちました。最近は、ど
んな変化を感じていますか？どんなことが気になっ
ていますか？」といった問いかけを行い、ひとりひ
とり発表していただき、思いを書き記していただき
ました。

口にしないから、心の底にしまい込んでしまった
不安だから、何も解決していないのに、安心だと思
えと自分に言い聞かせてきたことだからなどなどい

ろいろな思いが錯綜してきます。
私たちは、ひとりで抱え込んでしまわないこと。

話したからといって何か解決するわけではないので
すが、自分ひとりが悩んでいるわけではない、共通
の悩みを持つ仲間がいること。一緒に悩んで解決
しようと努力してくれる仲間がいることを感じていた
だくことが、とても大事なことだと、これまで取り
組んできました。

原発事故は福島をフクシマに、甚大な被害の歳
月は支援から分断、対立、そして寡黙に変わりつつ
あります。

寡黙の中で苦しむ被災者の声・怒り・権利、「福
島の復興」がひとくくりで表せないということを私
たちは忘れてはいけないと思います。（楢葉町在住
S 氏の手記より）

以下、参加者たちの思いです。
どちらかというと今の現状を前向きに捉えようと

している思い（青い文字で示しました）も多く出さ
れていますが、複雑なやるせない思い（赤い文字で
示しました）もございました。

参加者たちの思いは一様ではない、まだまだ複
雑な思いを抱えながら、歳月が寡黙へと導いて、
そのことがストレスとなり、深刻にならないよう、
これからも寄り添っていかなければならないと感じ
ています。
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いた事故当初から必死で 8 年間経過してきたと振

り返った時、自分の老いを感じています。

K さん：テレビや新聞で、原発に関するニュースが少

なくなっていると感じます。現状など、どうなって

いるのか、安全なのかが気になります。子どもたち

も関心がうすくなっていると感じます。外遊びの少

なさ。

L さん：長男がお腹の中にいた時だったので、長男の

成長を見るとずいぶん前のことに思いますが、現

在も自宅に戻れない家族も多く、このままでは良く

ないと前を向いて復興などに頑張っている方々を思

うとつらい気持ちになります。線量が高い地区も、

オリンピックがあるから避難区域解除しています

が、その地区に戻る戻らないか、県民の気持ちな

んかどうでも良いのかな、と感じます。電力のあり

方も国は何も変えていないので、本当、自分がで

きる事をこれからも続け、家族を守って行きたい

です。

M さん：娘（＝長）当時 5 歳の運動機能の低下（現

在 13 歳）。外遊びをしたがらずに成長してきている

（家にこもることが多い）。食に関しては、今はほと

んど気にせず口にできるようになった。

問２　コヨット！ ほっこりママ会では、今年は
どんなテーマを取り上げてほしいですか？

A さん：すみません。初めてなのでまだよく分かりま

せん。

B さん：快眠法、デトックス（リンパの流れが悪い）、

思春期の乗り越え方

C さん：やはり子どものアドバイスがうれしいです。

美容も知りたいです（心理からの）。

　　今日の運動肩もみもリラックスできていいです。

D さん：熟睡のツボが知りたい、笑いなど、リラック

ス効果など、幸せな気分で帰りたい。

  （ひまわりの隣に、太陽の下ではためいている洗濯

ものの絵が描いてある）

Eさん:今日していただいたようなヨガやストレッチ（少

しの時間でも

すっきりして

軽くなりまし

た）。子ども

の育て方のア

ドバイスがほ

しい。

F さん：子育てのこと（しつけ、叱り方など）。どうか

かわっていけば良い子に育つか？

G さん：大きなテーマとしては「子育て」で、毎回そ

の中（子育て）でテーマを決め、それ＋震災関係

などをやって頂けたら良いと思う。例えば、「素直

な心に育つ子どもになるには」「すすんで○○出来

る子ども」など毎回かえて、今回のようにストレッ

チ（母親の心の為）などはどうでしょうか。

H さん : 料理教室（薬膳、マクロビオティック、スロー

フードなど）、ヨガ・ピラティス、子育てについての

お話（思春期や反抗期の子どもについてなど）、モ

ノづくりのワークショップ（サンキャッチャー、ハー

ベリウム、UV レジンなど）

I さん：子育てや介護など、とかく自分以外のことに

時間を使うことが多い主婦。長い人生の中でみれ

ば数年ですが、その大変な時期を元気に納得して

過ごせるような考え方のヒントをもらえるような時

間になれば、助かる方が沢山いると思います。

J さん：親の憩いの場（ほっこりママ会の 2 ヶ月に 1

回程度の参加）。子の友達と一緒に参加できるお

楽しみ会。いつも楽しみにいて参加させて頂ける

幸せを 2 ヶ月くらいを目安に感じていたいです。

K さん：思春期の子どもとの接し方

L さん：何でも楽しいです。今日もストレッチ、とて

もすっきりしました。ほっこりママの会ではないの

ですが、家族保養旅行をこれからも沢山企画して

いただければとても嬉しいです。甲状腺患者が増

えるのは、これからだと思います。

M さん：子離れのタイミング。子育ての中での金銭

感覚（子に対して）

コヨット！ ほっこりママ会 ― 心のケア編 in 福島

問１　震災から8年が経ちました。最近は、ど
んな変化を感じていますか？

　　どんなことが気になっていますか？

A さん：今は何も気にしてないので、それでいいの

か不安になる時があります。（震災で何も影響がな

かったわけではありません。実母を白血病で亡くし

ています。）

B さん : 息子（高 1）が頻繁に鼻血を出すのが気になっ

て仕方ない。

　　保養相談会が先週ありましたが、すごい人数の

人たちであふれかえっていました。まだまだ保養は

必要なんだと改めて実感しました。ただ、まだ小

学生になっていない子をもつ親たちも見受けられ、

震災当時生まれていなかったけど不安をやはり抱

えているのか気になる一面もありました。自分のこ

とだけではなく、ストレスをためこんでいるママた

ちがいるのが気になります。

C さん：変化はうちは子ども達と釣りに行くときに、

相馬の魚は…ということで、片道 3 時間以上かけ

て新潟まで行っていました。魚釣りも解禁になった

こともありますが、いつも主人が「相馬はちょっと」

と遠くなっていましたが、今年から相馬で釣りをま

た始めました。近いし相馬はよかったです。8 年たっ

て相馬で釣りを再開しました。山菜は少し気になり、

子どもには食べさせていないです。

D さん : 被災地が復興して、住宅などがたくさん建ち、

戻ってきてほしいみたいですが…先日子ども抜きで

行った南相馬のフレコンバッグのたくさんある風景

を見て、まだまだ正直怖いなと思っています。福島

の野菜などは食べますが、米は会津産、水はペッ

トボトル、洗濯物は室内干しは、ずっと変わりませ

ん。これは何年経っても変わらない気がします。

E さん：震災から 8 年過ぎて、子どもたちはのびの

び元気に育っています。池江選手が白血病を発表

してから、震災初期に（２week ほど）福島にいて、

被爆させてしまったことが、また気になり始めてい

ます。自身の体の衰え。子どもが思春期になり少

し難しさを感じています。

F さん：震災当時は食べ物、飲み物、環境などを気

にしての生活が 1、2 年ありましたが、ここ最近は

食べ物も逆に ” 福島産 ” の方が安心と思いながら

食べていたり、生活の上でも、日 「々震災」の経

験を忘れ、慌ただしくすごしている毎日です。

Gさん:月日が経ち、周りは保養への関心が少なくなっ

ていき、保養してくれる団体も少なくなっていく中、

私が思うことは、震災時お腹の中やまだ小さかった

赤ちゃんはまだ小学生なので、現在は大きくなった

が当時小さかった子どもたちが行ける保養が大切

ではないだろうか？と思います（当時ヒバクした為）。

あまりにも普通の生活になっているので、もう一度

放射能・ヒバク・震災を学ぶといいと考える。

H さん：今に始まったことではありませんが、放射能

の問題を気にかけている方や話せる方が少ないで

す。周りでは何事もなかったかのようで、話題にで

ることもありません。最近、改めて近所をガイガー

カウンターで計っています。子どもが通る道の中に

も、高い場所がありました。それを分かっていな

がら、でも、通らざるをえない現実にジレンマを

感じています。小さい頃は支援センターなどで遊

べましたが、大きくなると行動範囲も広がり、そう

いう訳にもいかなくなってくるので。

I さん : 福島県産品を避ける人が減ってきた。県内

（友人間）で放射線に関する話題が減った。原発

事故に関する情報量やアップデートに個人差があ

る。福島の美味しいものが増えた（農産品、加工品、

お酒）。子どもたちの心の成長が気になる（発達が

ゆっくりに感じる）。年金が気になる。

J さん：子どもたちの成長（震災時に 4 番目の子ども

が生まれ、4 人ともそれぞれ段階を踏みながら成

長してくれたこと。被爆（放射能の影響）が心配で、

子どもを保養でつなぎ安心して過ごせる場を探して



福島の子ども保養プロジェクト in  なら 2019コヨット！ in 埼玉「ムーミンバレーパークと鉄道博物館」

夏休み　コヨット！  in 三重

2019コヨット！ in ぐんま  ぐんまを満喫体験ツアー

ねぶただ！海だ！令和最初の夏は青森だ！ 親子で山と海を遊びつくそう in 茨城（パル茨城）

コープあきたプレゼンツ　親子で行くなまはげツアー

福島の子ども保養プロジェクト in とやま2019

2019夏コヨット！inとくしま 親子で楽しむ２泊３日の体験ツアー

コヨット in ながの　チャレンジキャンプ

福島の子ども保養プロジェクト in よしまキャンプ

いばらきどきどき体験ツアー（いばらきコープ）
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2019年
6/29~30 福島の子ども保養  山と海を遊びつくそうin茨城

生活協同組合パルシステム茨城栃木

7/23~25 2019夏コヨット！  iｎ とくしま　親子で楽しむ２泊３日の体験ツアー
生活協同組合とくしま生協

7/25~27 夏休み コヨット!  in 三重
生活協同組合コープみえ

7/25~28 コヨット！  in ながの チャレンジキャンプ
長野県生活協同組合連合会

7/26~29 福島の子ども保養プロジェクト in なら
市民生活協同組合ならコープ

7/27~29 2019コヨット！ in ぐんま ぐんまを満喫体験ツアー
生活協同組合コープぐんま

7/28~
8/1

福島の子ども保養プロジェクト in よしまキャンプ
生活協同組合コープこうべ・兵庫県ユニセフ協会・神戸YMCA

7/31~
8/2

コープあきたプレゼンツ 親子で行くなまはげツアー
生活協同組合コープあきた

8/2~3 ねぶただ！海だ！令和最初の夏は青森だ！
生活協同組合コープあおもり

8/2~4 福島の子ども保養プロジェクト in とやま2019
富山県生活協同組合連合会

9/14~15 2019コヨット！ iｎ 埼玉「ムーミンバレーパークと鉄道博物館」
埼玉県生活協同組合連合会

2020年

2/8~9 親子でたっぷり！いばらきどきどき体験ツアー
いばらきコープ生活協同組合

　2019年度福島の子ども保養プロジェクト　収支報告（2019.4.1〜2020.3.31）

お預かりしている支援金 2019 年度使わせていただいた支援金
科　　　目 金　額

2018年度「くらし・地域復興応援募金」 20,127,038
直接お預かりした支援金計 3,113,527

市民生活協同組合ならコープ 1,918,376
福島県労働者共済 生活協同組合 600,000
高知県学校生活協同組合 393,707
平和の杜学園 むつみ幼稚園 47,720
フラ ハーラウ キエレレイ グループの皆さん 29,800
平井　満 25,702
上田　友子 25,000
茨城県生活協同組合連合会廃炉視察団 20,178
福島県高齢者大集会 実行委員会 20,000
㈶福島県民共済会 18,044
その他募金 15,000

グッズ等売り上げ 559,250
預金の利息 675
これまでにお預かりしていた支援金 51,875,566
日本ユニセフ協会からお預かりした支援金 7,892,701
合計 83,568,757

科　　　目 金　額
事務局で使用した金額 6,933,404
電話代や切手、送料など 148,301
バス代 8,051,130
宿泊代 10,444,430
体験代などの費用等 3,977,626
年次レポート 500,000
運営委員会やスタッフ研修費 1,253,455
保険料 485,770
振込等にかかった費用 42,682
コヨット！グッズ代等 233,000
ビンゴゲーム景品代 27,718
お菓子代 536,283
おもちゃ代 116,958
ホームページ更新他 714,600
その他 917,915
使わせていただいた支援金の総額 34,383,272

継続してお預かりする支援金 46,325,569
日本ユニセフ協会からお預かりする支援金 2,859,916

（単位：円） （単位：円）

組 合 名 金　額
京都生活協同組合 2,605,729
生活協同組合ユーコープ 1,500,000
とちぎコープ生活協同組合 1,061,996
生活協同組合コープあいち 1,000,000
生活協同組合コープかがわ 959,427
神奈川県生活協同組合連合会・富士フィルム生活協同組合 835,700
生活協同組合コープあきた 676,500
生活協同組合コープこうべ 634,540
生活協同組合ララコープ 615,098
こうち生活協同組合 500,000
生活協同組合おかやまコープ 500,000
大阪いずみ市民生活協同組合 500,000
日本生活協同組合連合会・日本コー
プ共済生活協同組合連合会・コープ
情報システム（株）・日本生協連労働
組合・コープ情報システム労働組合

420,895

生活協同組合コープぎふ 400,000
鳥取県生活協同組合 387,200
生活協同組合コープながの 350,000
生活協同組合共立社 281,620

組 合 名 金　額
生活協同組合CO·OPとやま 200,000
富山県生活協同組合 200,000
香川県学校生活協同組合 100,000
東都生活協同組合 100,000
生活協同組合コープみやざき 69,795
長崎県生活協同組合連合会 30,000
大阪よどがわ市民生活協同組合 27,833
香川県庁消費生活協同組合 23,493
山形県学校生活協同組合 20,000
福井県生活協同組合連合会 13,700
北海道学校生活協同組合 12,480
農林水産省職員生活協同組合 10,008
愛媛県生活協同組合連合会（生協まつり実行委員会） 10,000

合　　計 14,046,014
※ 2020 年度の活動に使用します

　2019 年度にお寄せいただいた「くらし・地域復興応援募金」
※参加者からいただいている参加費については、バス代・宿泊代等で相殺しています。

　福島県外受入企画による支援　（2019 年 4 月 1 日〜 2020 年 3 月 31 日）

　支援をしてくださったみなさま

募金の受付口座
東北労働金庫　 福島支店

普通預金   6 4 0 0120
福島の子ども保養プロジェクト
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日本生活協同組合連合会
公益財団法人日本ユニセフ協会
認定NPO法人 世界の子どもに

ワクチンを 日本委員会
株式会社　ポケモン

その他団体 ——————————
日本労働組合総連合会福島県連合会
福島県労働福祉協議会
東北労働金庫福島県本部
全労済福島県本部
福島県農業協同組合中央会
福島県漁業協同組合連合会
福島県森林組合連合会
茨城県農業協同組合
新潟県労働金庫
帝国ホテル労働組合
福島県高齢者大集会　実行委員会
磐梯高原リゾート・インぼなり
協和交通株式会社
JTB東北 法人営業福島支店
福島交通観光株式会社
株式会社 SAGA DESIGN SEEDS
石川県立飯田高等学校
滋賀県立彦根東高等学校新聞部
平和の杜学園　むつみ幼稚園
北海道七飯町
北海道森町
政田農園（北海道森町）

トトロの里冨原観光果樹園（北海道七飯町）

フラ ハーラウ キエレ レイ

生協関連 ———————————
生活協同組合コープさっぽろ
北海道学校生活協同組合
生活協同組合コープあおもり
青森県生活協同組合連合会
青森県民生活協同組合
青森県庁消費生活協同組合
生活協同組合コープあきた
みやぎ生活協同組合
宮城県生活協同組合連合会
生活協同組合共立社
山形県生活協同組合連合会
山形県学校生活協同組合
いばらきコープ生活協同組合
生活協同組合パルシステム茨城  栃木
茨城県生活協同組合連合会

茨城県学校生活協同組合
協同組合ネットいばらき
とちぎコープ生活協同組合
生活協同組合コープぐんま
生活協同組合パルシステム千葉
千葉県生活協同組合連合会
生活協同組合コープみらい
コープデリ生活協同組合連合会
埼玉県生活協同組合連合会
東京都生活協同組合連合会
東都生活協同組合
東京南部生活協同組合
北区・荒川区・足立区生協連絡会
農林水産省職員生活協同組合
生活協同組合・消費者住宅センター
東京西部保健生活協同組合
生活協同組合ユーコープ
生活協同組合うらがCO-OP
富士フイルム生活協同組合
神奈川県生活協同組合連合会
川崎医療生活協同組合
全日本海員生活協同組合
生活協同組合コープながの
長野県生活協同組合連合会
双葉生活協同組合
生活協同組合コープにいがた
生活協同組合コープクルコ
富山県生活協同組合連合会
富山県生活協同組合
生活協同組合CO·OPとやま
石川県学校生活協同組合
生活協同組合コープいしかわ
生活協同組合連合会　コープ北陸事業連合
福井県民生活協同組合
福井県生活協同組合連合会
生活協同組合コープあいち
トヨタ生活協同組合
みなと医療生活協同組合
生活協同組合コープぎふ
生活協同組合コープみえ
生活協同組合コープしが
滋賀県生活協同組合連合会
わかやま市民生活協同組合
京都生活協同組合
大阪いずみ市民生活協同組合
大阪よどがわ市民生活協同組合
生活協同組合おおさかパルコープ
大阪府生活協同組合連合会

奈良県生活協同組合連合会
市民生活協同組合ならコープ
生活協同組合コープこうべ
生活協同組合おかやまコープ
日立造船因島生活協同組合
三井造船生活協同組合
生活協同組合ひろしま
生活協同組合連合会　コープ中国四国事業連合
鳥取県生活協同組合
生活協同組合しまね
生活協同組合コープやまぐち
山口県生活協同組合連合会
生活協同組合コープかがわ
香川県学校生活協同組合
香川県庁消費生活協同組合
生活協同組合とくしま生協
愛媛県生活協同組合連合会
生活協同組合コープえひめ
こうち生活協同組合
高知県学校生活協同組合
高知県生活協同組合連合会
生活協同組合連合会　コープ九州事業連合
エフコープ生活協同組合
福岡県学校生活協同組合
コープさが生活協同組合
生活協同組合ララコープ
長崎県生活協同組合連合会
福祉生活協同組合いきいきコープ
生活協同組合コープおおいた
大分県学校生活協同組合
生活協同組合コープみやざき
生活協同組合くまもと
生活協同組合コープかごしま
生活協同組合コープおきなわ
日本生活協同組合連合会
日本コープ共済生活協同組合連合会
全国学校用品株式会社
株式会社コープクリーン
コープ情報システム株式会社
日生協企業年金基金
日生協健康保険組合
日生協本部健康保険委員会
れいんぼーくらぶ
公益財団法人生協総合研究所
国際協同組合同盟（ICA）
協同組合ネットいばらき
全国消費者団体連絡会

　　協力団体	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019.3.31現在

　　ボランティアスタッフ支援
生活協同組合共立社、桜の聖母短期大学

　　商品でのご支援　（2018年度）

農林中金の岩上様より子
ども達へと毎月お菓子や
果物が寄せられています。
ありがとうございます。

資金難を少しでも克服するために、ひとつは、コヨット！
の理解を深めて、募金活動が継続できるように、コヨット！
の紹介用ボックスの貸し出しと「グッズを買って応援しよ
う！」という呼びかけを日本生協連を通じて行っています。

ボックス内容
●内容紹介タペストリー（W60×H85cm） ４枚
●参加した子どもからのメッセージ ２枚
●オリジナル募金箱   ２個

スーツケースにて発送します。送料については借り側負担になります。
貸出お申込みは、FAXお申込み用紙またはお申込みフォームで受付しております。

グッズを買って応援しよう！
　オリジナルグッズ（絆創膏、ピンバッジ、クリア
ファイル、ボールペン、マグネット、トートバッグ等）
を販売いたしております、イベント等でご利用下さ
い。売上金はすべてコヨット！の募金になります。

　全国の各生協自慢のソーメンが届きました。
ララコープ様、みやぎ生協様、富山県生協様、
パルシステム茨城様、コープえひめ様、
コープかがわ様、おかやまコ ープ様
コープかがわ様から「幸せのお菓子 おいり」

もいただきました。

全国各地の「いちおし農畜水産物」を送っ
ていただき「食のこと・楽しくおいしく学ぶ
取り組み」を今後企画していきたいと思って
います。ご支援・ご協力をよろしくお願いい
たします。

絆創膏、クリアファイル、
ボールペン　　　  各＠100円
ピンバッチ（1個）、
マグネット（2個） 　各＠200円

トートバッグ   （W36×H37cm） ＠500円
マグカップ     （200㎖） ＠800円
サーモボトル（360㎖）　　   ＠2,000円

　　福島の子ども保養プロジェクト紹介用ボックスを貸し出しいたします

コヨット！＆NPO法人ルワンダの教育を考える会コラボ！
「ルワンダCOFFEE」

コ ー ヒー の 売り上 げ
は、コヨット!の活動とル
ワンダの貧困児童の教
育支援に使われます。

＠100円



発行元
福島の子ども保養プロジェクト（福島県生活協同組合連合会内）
〒 960-8105   福島県福島市仲間町 4-8　ラコパふくしま 4 階
TEL 024-522-5334　FAX 024-522-2295
コヨット！公式ウェブサイト　http：//fukushimakenren.sakura.ne.jp/

「コヨット！」とは、
子ども保養プロジェクトの
こどものコ　ほようのヨ
プロジェクトのト
保養に「来よう！」と誘う意味も
含まれています。


