
プレス発表資料１ 
 

1 
 

 

平成 26年 7月 2日 
 

行政政策学類・（学生団体）災害ボランティアセンター×アサヒグループ 

産学共同事業 

第２回「集まれ！ふくしま子ども大使」 

 

一昨年より、アサヒグループ様から多大なサポートをいただき、災害復興に

向けた活動を「産学」共同で実施してきました。その事業の一つとして昨年は、

「集まれ！ふくしま子ども大使」を実施しました。全国の子どもたちと福島の

子どもたちによる、未来を創る“大使”に思いを込めた体験型ツアー活動です。

県外の子どもたちと福島の子どもたちが、ともに“福島会津”で過ごす時間の

中で、健全な交友づくりの場になればとそして、災害に向き合い心を育むこと

ができればと、今年度も第２回目として開催いたします。 

また、これまで４回の回数を重ねてきました、県外避難者のご家族に向けた

ふるさとですごす家族企画は、時期をクリスマスに変え、第５回は冬に実施し

ます。 

 

○第２回「集まれ！ふくしま子ども大使」 

【趣 旨】 

企画及び今回の事業の催行団体である、福島大学災害ボランティアセンター

は学生を中心として、この３年半にわたり、被災地の復興支援、被災者への生

活支援、仮設住宅等でのコミュニティづくり等、様々な活動を精一杯行ってい

ます。子どもたちに向けても、県外でのリフレッシュキャンプ活動や、内遊び

のサポートや夏休みの学習支援など多くのプログラムに取り組んでいます。 

ストレスも感じ得る環境の中で、元気に前向きに暮らしている子どもたちも

たくさんいます。そこで、健全な成長をサポートするために、県内外の子ども

たちのふれあいを通しての友達づくりができればと思います。会津で過ごす数

日間が、互いの子どもたちの‟笑顔“のフィールドにできればと思います。それ

ぞれが、自分の地域の‟大使”として、交遊を深めることができればと思います。

参加ご希望いただけるようであれば、心をこめてお迎えしたいと思います。 

 

【目 的】 

①福島の子どもたちの健全な交友づくりをサポートするため、全国の子ども
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たちと、福島の子どもたちの交流をし、今後も続く関係づくりをする。 

②福島の良さと楽しさを思いっきり感じてもらう 

③全国から参加してもらえる子どもたちもそれぞれの地域の大使として、福

島県と交 流を深めてもらう。 

④参加協力大学生とも今後共に歩む関係をつくる。 

【旅行期間】 

８月１７日（日）～２０日（水） ３泊４日（リステル猪苗代） 

【活動場所】 

福島県会津若松市内、表磐梯、裏磐梯方面 

【対 象】 

 全国の子どもたちと福島の子どもたち小学校４年生～６年生 ３５名 

（昨年参加してくれた６年生からの希望者も含む） 

【参加費用】 

 無料 

【内 容】 

  ・会津若松市内の仮設住宅訪問 

  ・歴史文化を知る観光・体験（飯盛山、鶴ヶ城、赤ベコ制作体験） 

  ・自然にふれる（小野川湖でのカヌー教室、五色沼散策） 

  ・学生企画   

   等 

【申込み】 

７月３日～７月２２日 

申込み：ＪＴＢ東北ＥＣ企画 FAX：0120-937-224 電話：0120-989-960 

【問合せ】 

 《申込、旅程について》 

  ○ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店（担当 工藤） 

  ０２４－９３２－０６５７ 

            FAX ０２４－９３３－６６２０ 

 《企画内容について》 

  ○福島大学災害ボランティアセンター 

   ＨＰアドレス   http://fukudai-volunteer-center.jimdo.com/ 

   e-mail         fukudai_volunteer@hotmail.co.jp   

（学生問い合せ  尾形 桃子）０８０－４０７８－５７０２（ボラセン） 

  （催行団長教員  鈴木 典夫）０２４－５４８－８２８６ 

 

※他は、別紙企画書（７月１日現在）で詳細参照 
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○第５回「ふるさとですごそう!!家族のクリスマス」（予告） 

県内と県外に離れ離れになった家族のツアー企画を、今年度は冬のスキー場

を使いクリスマスに実施します。今年は、特に三世代家族での参加募集を、無

料ご招待でいたします。 

【旅行期間】 

１２月２０日（土）～２２日（月）２泊３日（会津高原ホテル＆アストリアロ

ッジ） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【プロジェクト協力】 

・アサヒグループ 

・全国のパートナー大学生 

・ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店 

 

 

これらの事業は、アサヒグループからのサポートを元に、行政政策学類と（学

生団体）福島大学災害ボランティアセンターとが共同で実施するものです。事

業に関するご連絡先：行政政策学類・鈴木典夫研究室（024-548-8286） 
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企画：（学生団体）福島大学災害ボランティアセンター 
 
福島大学 × アサヒグループ 産学共同事業 

「集まれ！ふくしま子ども大使」（企画書） 

【趣旨】 

私たち、福島大学災害ボランティアセンターは学生を中心として、この３年半にわたり、

被災地の復興支援、被災者への生活支援、仮設住宅等でのコミュニティづくり等、様々な

活動を精一杯行っています。子どもたちに向けても、県外でのリフレッシュキャンプ活動

や、内遊びのサポートや夏休みの学習支援など多くのプログラムに取り組んでいます。 

ストレスも感じ得る環境の中で、元気に前向きに暮らしている子どもたちもたくさんい

ます。そこで、健全な成長をサポートするために、県内外の子どもたちのふれあいを通し

ての友達づくりができればと思います。会津で過ごす数日間が、互いの子どもたちの‟笑顔

“のフィールドにできればと思います。それぞれが、自分の地域の‟大使”として、交遊を

深めることができればと思います。参加ご希望いただけるようであれば、心をこめてお迎

えしたいと思います。 

 

【イベント協力】 

 アサヒグループ 

 各地パートナー大学学生 

 

【目 的】 

①福島の子どもたちの健全な交友づくりをサポートするため、全国の子どもたちと、

福島の子どもたちの交流をし、今後も続く関係づくりをする。 

②福島の良さと楽しさを思いっきり感じてもらう 

③全国から参加してもらえる子どもたちもそれぞれの地域の大使として、福島県と交 

流を深めてもらう。 

④参加協力大学生とも今後共に歩む関係をつくる。 

 

【旅行期間】 

  8 月 17 日（日）～20 日（水） 3 泊 4 日 
  

【場 所】 

   福島県会津若松市内、表磐梯、裏磐梯方面 

○宿泊施設 リステル猪苗代 
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【対 象】 

  全国の子どもたちと福島の子どもたち小学校４年生～６年生 

  昨年参加してくれた６年生からの希望者（定員は、下記の人数の内数に含む） 

 

【定員とパートナー】 
  ○全国の子どもたち 20 名 
    例）九州ブロック（鹿児島を中心として） 4 名 
      四国ブロック（高知を中心として） 5 名 
      近畿ブロック（京都・大阪界隈を中心として）5 名 
      関東ブロック（首都圏を中心として） 6 名 

○福島の子どもたち 15 名 
 
【引率、生活リーダーパートナー大学】 
  鹿児島大学（検討中）、高知大学、関西大学、明治大学 
 
【応募・申し込み】 
  6 月 25 日（水）～7 月 18 日（金） 
  ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店 に１本化   

申し込み：ＪＴＢ東北ＥＣ企画 FAX：0120-937-224 電話：0120-989-960 
  ※周知・広報は、各地大学・ＮＰＯ法人・各種団体等、知人を通じた方法を主に行う。                   

 
【申し込み内容】 
  ・参加者（児童）名前 ・年齢（学年） ・性別  ・連絡先 

・参加児童家族代表者のお名前  
※ケースによっては別途の電話連絡先 

 
【参加者の決定】 
  ＪＴＢに集約された応募者の中から、福島大学災害ボランティアセンターで決定 
  ※飛行機搭乗予約のため、九州・四国ブロックは７月中旬までには参加者名簿の確定

作業をする 
 
【参加確認】 
  ・参加決定者に郵送でその旨通知（参加確認証、家族の同意書、お子さん・家族の簡

単なアンケート[アレルギー・既往症の有無等]を同封し、返送してもらう。この返

送をもって参加確認とする。・・・７月 25 日（金）までに通知・・・ＪＴＢ取扱い 
  ・参加確認証の返送締め切り・・・8 月 4 日（月） 

・最終案内所の送付（最終行程書、出発集合場所の案内、持ち物案内等） 
・・・ＪＴＢより出発１週間前までに 
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【欠員の補充】 
  参加確認の過程で辞退者等があるときには、直ちに参加者を補充。 
 
【参加費用】 
  無 料（ご招待） [各地拠点出発地からの交通費、バス借り上げ費、宿泊費、食事代、

体験代、基本保険料] 
 
【旅行保険の負担】 
  基本旅行保険も当方負担。なおさらに任意での保険加入については参加者負担 
 
【旅 程】  

 ≪往路≫ 

○九州ブロック 

※（鹿児島であれば） 

 《8：00 鹿児島中央駅集合、リムジンバスで移動 40 分》 
10:00 鹿児島空港（ＡＮＡ622） 
11:40 羽田空港着【待合時間昼食】 
※羽田空港で四国ブロックから参加のグループと合流 
※東京駅で関西ブロック・関東ブロックから参加のグループと合流 

   13:20 東京発（新幹線なすの 259 号） ※13:38 大宮 
   14:48 郡山駅着 
   15:10 郡山駅発（バス○号車） 

16:00 リステル猪苗代着 
  ○四国ブロック 

9:30 高知空港集合 
10:35 高知龍馬空港発（ＡＮＡ564） 
11:55 羽田空港着 【待合時間昼食】 
※羽田空港で九州ブロックから参加のグループと合流 
※東京駅で関西ブロック・関東ブロックから参加のグループと合流 

   13:20 東京発（新幹線なすの 259 号） ※13:38 大宮 
   14:48 郡山駅着 
   15:10 郡山駅発（バス○号車） 

16:00 リステル猪苗代着 
  ○近畿ブロック 

9:40 新大阪駅集合 
10:10 新大阪駅発 （のぞみ 122 号） ※10:26 京都駅発 【車内昼食】 
12:43 東京駅着 
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※東京駅で九州ブロック・四国ブロック・関東ブロックから参加のグループと合流 
   13:20 東京発（新幹線なすの 259 号） ※13:38 大宮駅発 
   14:48 郡山駅着 
   15:10 郡山駅発（バス○号車） 

16:00 リステル猪苗代着 
  ○関東ブロック 
   12:30 東京駅集合【昼食は各自とって集合】 

※東京駅で九州ブロック・四国ブロック・関西ブロックから参加のグループと合流 
   13:20 東京発（新幹線なすの 259 号） ※13:38 大宮 
   14:48 郡山駅着 
   15:10 郡山駅発（バス○号車） 

16:00 リステル猪苗代着 
  ○東北ブロック 
  ○福島県内 
    北相双   12:00 原町駅集合 （公用車で福島市へ） 
    福島方面  13:30 福島駅西口集合 
          13:45 福島駅西口発 （バス○号車） 

15:00 郡山駅西口着  
    いわき方面 13:00 いわき駅集合 （バス○号車） 
          15:00 郡山駅西口着 
    郡山方面  14:40 郡山駅西口集合 
          15:10 郡山駅西口発 （バス 1・2 号車） ※各ブロックと合流 

16:00 リステル猪苗代着 
    【以上、昼食は各自とって集合】 
 
≪復路≫ 
   ○九州ブロック 
    8:00 リステル猪苗代発（バス○号車） 
    9:00 郡山駅西口着 

9:56 郡山駅発（やまびこ 130 号） 
    11:24 東京駅着  
    12:30 羽田空港 【待合時間昼食】 
    13:55 羽田空港発 （ＡＮＡ625） 
    15:40 鹿児島空港着 
   ○四国ブロック 
    8:00 リステル猪苗代発（バス○号車） 
    9:00 郡山駅西口着 
    9:56 郡山駅発（やまびこ 130 号） 
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 11:24 東京駅着 
    12:30 羽田空港 【待合時間昼食】 
    13:55 羽田空港 （ＡＮＡ977） 

15:15 高知龍馬空港着  
   ○近畿ブロック 
    8:00 リステル猪苗代発（バス○1 号車） 
    9:00 郡山駅西口着 
    9:56 郡山駅発（やまびこ 130 号） 
    11:24 東京駅着 
    12:00 東京駅発（のぞみ 227 号） 【車内昼食】 
    14:33 新大阪駅着  ※14:17 京都駅着  
   ○関東ブロック 
    8:00 リステル猪苗代発（バス○号車） 
    9:00 郡山駅西口着 
    9:56 郡山駅発（やまびこ 130 号）   
    11:24 東京駅着  ※ 10:58 大宮駅着 
   ○福島県内 
    いわき・郡山方面（バス○号車） 
    8:00 リステル猪苗代発 
    9:00 郡山駅西口着 
    11:15 いわき駅着 
    福島・北相双方面（バス○号車） 
    8:00 リステル猪苗代発 
    9:00 郡山駅西口着 
    10:45 福島駅西口着 
    12:30 原町駅着（バスにするか公用車にするか検討中） 
 
  ※全国拠点都市から、また帰りの拠点都市へは、各ブロックパートナー大学のエスコ

ートボランティア２名をお願いする。 

  ※拠点空港・駅まで（から）は各自集合（解散）を原則として考えているが、サポー

トについては、パートナー学生やＪＴＢとさらに協議検討を行う。 
 

【キャンプ企画】 

 ●１日目 
   各地から移動（往路を参照） 

16:00 リステル猪苗代着 
       チェックイン オリエンテーション 
    ≪ホテル近所を散策・・・ゆるやかな関係づくり活動≫ 
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    ≪夕食・・・セットメニュー≫ 
    ≪仲間づくりの集い≫ 
 
 ●２日目 

    ≪朝食≫ 

   9:00 ホテル発 
10:00 2 グループに分かれて仮設住宅訪問（会津若松市：大熊町仮設） 
11:30 飯盛山観光 
≪昼食・・・会津のソースかつ丼≫ 

13:00 赤ベコ制作体験 
14:20 鶴ヶ城観光 
15:40 鶴ヶ城発 
17:30 ホテル着 
≪夕食・・・バイキング≫ 

   夜 花火 ※キャンプファイアはホテルに確認 
 

 ●３日目 

    ≪朝食≫ 

   9:00 から終日 
    グループを 2 つに分けて下のプログラムをローテーション化して行動します。 
    ・小野川湖でカヌー体験 

・五色沼等裏磐梯散策 

   12:30 ホテル帰着 ≪昼食≫ 
14:00 学生企画（ホテル周辺で） 

   16:30 飯盒炊さんとカレーづくり≪夕食≫ 
   20:00 さよならの集い 
 
 ●４日目 

   ≪朝食≫ 

    8:00 リステル猪苗代発。各地へ帰宅（復路を参照）。 
 

  その他詳細のスケジュールについては「集まれ！ふくしま子ども大使」のしおりを作 
成します。 

 
【放射線対応に関する配慮】 
  広報時に環境放射線量等の公表。食材の安全性の確保など(陰膳はしない) 
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【同行キャンプリーダー】 
  福島大  12 名 

各ブロック大学 ２名×４ブロック＝８名 
 
【キャンプサポーター】 
  アサヒグループ 社員・関係者 ４～５名 
 
【広 告】 
  ７月上旬 メディアリリース（福島県） 
  他可能な限り、各ブロック主要メディア、大学ネットワーク、ＮＰＯ等に周知協力を

お願いする。 
※ チラシ（500 枚） ポスター作製（50 枚）・・・ＪＴＢ 

   
【旅行企画委託】 
  ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店 

 （旅程手配、広告、応募受付、及びバス、往路羽田空港での待機、帰路羽田駅ま

での添乗）※要相談 
 
【催行問合せ】 
  ○ＪＴＢ東北 法人営業郡山支店（担当 工藤）  ０２４－９３２－０６５７ 
                       FAX ０２４－９３３－６６２０ 
  ○福島大学災害ボランティアセンター 
     ＨＰアドレス   http://fukudai-volunteer-center.jimdo.com/ 
     e-mail         fukudai_volunteer@hotmail.co.jp   

（学生問い合せ  尾形 桃子） ０８０－４０７８－５７０２ 
    （催行団長教員  鈴木 典夫） ０９０－５２３８－９９５８ 
    （催行副団長教員：中川 伸二） ０９０－６７８９－９０９４ 


