3 年前の春、東日本大震災の被災地を離れて、「まつもと子ども寮」に入寮した
子どもたち。そのひとり、当時中学 1 年生だったＡさんも、いまは中学 3 年生。
10 月の中学校文化祭で、3 年生の代表として意見文を発表しました。
以下に彼女の意見文を掲載します。
たくさんの方々からの応援をしっかりと受けとめて、成長してきました。

世界に目を向けて～自分の目指すべき道～
みなさんは「歴史って何ですか。」と聞かれたらなんと答えますか。私は
「この世界の全てのものです。」と答えます。みなさんにとっては当たり前
だ、どうでもいいと思えるようなことかもしれません。しかし、私にとって
は、とてつもなく重要で意味のあることなのです。
そのようなことを思ったきっかけは、母が幼いころ私に薦めてくれた読書に
ありました。本の中の主人公たちには、それぞれの世界があり、それぞれが何
かをしながら生活しています。その中で主人公たちは何かに影響を与え、また
何かに影響されながら生きているように思いました。そしてこれは、現実の世
界でも言えることではないか、ということに気付きました。（中略）一人一人
の日常のすべてが、この世界の長い歴史を作り上げてきたのだと思います。つ
まり、同じ地球という星の異なる国に生まれた一人一人がこの世界を舞台にし
た主人公なのです。
私はそう考えるだけで、先祖代々から受け継がれた歴史というバトンを手
に、大地を悠々と駆け回っている感覚になります。この私という、ちっぽけな
存在が世界を相手に、「私」という跡を人々の記憶や歴史の一部に残している
のかもしれない。もしかしたら私でもこの世界のためになることができるかも
しれない、と思い前向きな気持ちになりました。
そう思ったときに、私が今、生活している
『まつもと子ども寮』が脳裏に浮かんできま
した。この寮は、東日大震災の原発事故に
よる被害を避け、安全な地域で生活するため
に設立されました。ここの理事長さんは、こ
の寮を設立したことに対してこうおっしゃっ
ていました。「最初はただ、そんな場所があ
ればいいな、と思った人たちが集まったとこ
ろからこの事業が始まった。そして今ではた
くさんの人がこの事業を支援してくれてい
る。これを当たり前と思ってはいけない」と。
私はこの話を聴くまでこの寮に住み、生活することができているのはたくさ
んの人が、この寮を支えてくれているから、という表面上のものしか見ていま
せんでした。しかし、この話を聞いて、私が今まで見えなかった、見ようとも
しなかったものが見えたように思いました。今まで感じたこともない、まぎれ
もない愛や希望の波が、私の胸へ飛び込んできた感覚は今でも忘れません。こ
の寮は寄付金やたくさんの人たちのおかげで成り立っています。しかし、その
裏には、一人一人の愛や希望が集まって成り立っていることに気付いた瞬間で
した。始めは、針であけた穴のような単なる思いつきでした。しかし、今では
その思いが私の幼くもろい心という芽を、より強く、たくましく育つようにと
見守る太陽のような存在になりました。私にはこの太陽があるからどこまでも
伸びていける、そう信じるだけでどれ程心を強くもつことができるのだろう、
と思うようになりました。そして、私は自分が幸せだと感じました。環境に恵
まれた国に生まれた私は、こういうことを考えるだけの余裕がありました。し
かし、世界にはその余裕がないほどの貧しい暮らしや労働に強いられている同
世代の人々がたくさんいます。だから将来、もし私にできることがあったら、
その人たちのためになるようなことができる人になりたいと思います。
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〇ご支援くださった皆さま、
今年も 1 年間ありがとうござ
いました。
○まつもと子ども寮は松本市
北部の四賀地区にある民家を
借りて、子どもたちを受け入
れています。その敷地には
「離れ」があり、3 年前に寮
がスタートしてから、「長野
県地域発元気づくり支援金」
「アクト・ビヨンド・トラス
ト」からの助成や、多くの皆
さまからのご寄付によって、
少しずつ整備してきました。
1 年目には床を貼り、子ども
たちが勉強したり、のんびり
読書したりするスペースとし
て利用できるようになりまし
た。2 年目には、「トイレ」
を設置。3 年目の今年は、小
さいながらも「シャワールー
ム」と「洗面台」を設置しま
した。

おかげさまで、今年度から
スタートした通年保養では、
参加者がこの「離れ」に宿泊
できるようになりました。
南向きでとても日当りがよ
く、縁側の窓からは寮の畑と
四賀の里山を眺めることがで
きます。
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まつもとへ保養においで！
まつもと子ども留学基金では、通年保養を始めました。
「保養」とは、からだとこころを休めて健康を取り戻すこと。
福島第一原発事故の後、放射線量の高い地域で暮らす子どもたち
が、安全な地域でからだを休め、安心して自然の中で過ごすための
保養支援が全国各地で行われています。
でも、様々な事情で、なかなか保養に参加できない子どもたちが、
まだまだたくさんいます。
まつもと子ども留学基金では、今年度から、自由に日程を組める
保養を、1 年を通して開催することにしました。（年末年始はお休
みです。）
各ご家庭の事情に合わせ、日常の延長のようなリラックスできる
時間を松本で過していただき、いつでも松本に行けるんだ、という安
心できるつながりをつくっていきたいと思っています。
ゴールデンウイークには 4 家族、夏休みには 9 家族、３連休を利用
して１家族が松本へ来て、寮や「離れ」に滞在しました。
安心できる環境で、子どもたちが思いきり遊べるよう、スタッフが
送迎、松本・安曇野市内の案内などをサポートしました。

まつもと子ども留学においで！
一歩踏み出してみて。松本での新しい毎日。
8 月中旬および 9 月中旬には、子どもたちが住む寮や、子どもたちが通学する小学校と中学校の見学と、
松本および安曇野など周辺地域をご紹介する「見学会」を実施して、のべ 9 家族が参加しました。
「まつもと子ども寮」の子どもたちが通う、会田中学校と四
賀小学校はとても環境の美しい学校です。
1 学年 1 クラス、生徒数は 20 人前後で、子どもたちは、ゆ
ったりとした学校生活を送っています。
休日にもかかわらず、学校を開けて、校内を見学させてい
ただけるのは、松本市と先生方のご理解あってこそのご対応
と、感謝しています。
安曇野

烏川渓谷で水遊びを楽しみました

ちょっぴり大きい机といすに座って、中学生気分

子どもたちは、図書室の床に座り込んで、本を読んだ
り、広い体育館で走ったり、相撲をとったり、校庭で遊
ぶのももちろんＯＫ！
お母さんたちは、「被災地にいれば、外遊びは控えて
いる。」と、話していました。子どもたちを注意するス
トレスから解放されて、のんびり子どもたちを見守って
いました。
＊見学会は,「長野県地域発元気づくり支援金」
「(一社)アクト・ビヨンド・トラスト」「赤い羽根共同募金ボラサポ募金」
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の助成を受けて実施しました。
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＊長野県地域発元気づくり支援金

地域交流事業＊

～自然療法の手当て法講座～
10 月 22 日四賀地区上郷集会所・23 日島立地区大庭公民館
今年も、信州の寒い冬がやってきました。
家族と離れて松本市四賀地区の寮や、島立地区のホームステイ
で暮らしながら通学する子どもたちが、元気に過ごせるように、
自分たちでもできる「セルフケア」を学ぶ講座を企画しました。
今回は、身体を気持ちよく温め、気持ちよく動かしながら、腰
痛、膝の痛み、肩こりなどを解消したり、免疫力を高め、内臓の
病気予防に役に立つ「手当て法講座」ということで、4 人の自然
療法インストラクターをお招きして、四賀地区と島立地区の 2 か
所で実施しました。
日頃、子どもたちの生活を応援してくれている地域の方たちに
も参加してもらい、子どもたちとお互いにアイロンをかけあった
りする「温熱療法」や、腰痛や肩こりなどの解消に役立つ「操体法」を学びました。
「操体法」は気持ちよい方向にからだを動かすことで、骨格のゆがみを治し、筋肉の緊張をほぐして、
からだ全体のバランスを整えるというもので、楽しく体験することができました。
子どもたちは、日ごろ調子が悪いところを相談しながら、アイ
ロンをかけてもらい、身体を温める心地よさを体験して、自分で
身体の調子を整えることの大切さを感じることができました。
参加された地域の方に感想をお聴きすると、「長年、膝が痛く
て正座ができなかったのに、座れるようになったの！」とお話し
てくださる方もいました。
皆さまも、身体を冷やさないようにして、この冬を元気にお過
ごしください。
○平成 28 年度、私たちは、次の助成金をいただいて活動しています。
「長野県地域発元気づくり支援金」…保養、寮の離れのシャワー室、洗面台の設
置、自然療法の手当て会（地域交流事業）「一般社団法人アクト・ビヨンド・
トラスト」…保養見学会バス代、寮の駐車場整備、子どもたちの健康相談・学
習支援サポートのための交通費、相談会交通費「赤い羽根 災害ボランティア・
NPO 活動サポート募金」…保養見学会バス代 「パルシステム東京・城南信用
金庫 福島支援カンパ」…新パンフレット作成費用、寮生のキャンプ、寮の設
備費用「LUSH JＡPAN チャリティバンク」…寮の家賃、子どもサポートにかかる通信費・車両燃料代、
寮の外溝・畑・花壇などを整えるための費用、子どもたちのための食材費用（調味料など）

○平成 28 年 1 月～11 月、ご寄付・ご支援をいただいた団体。（敬称略・順不同）
「四賀地区社会福祉協議会」「上兼健音楽事務所」「東北地震復興支援コンサート実行委員会」「松本ロータリーク
ラブ」「松本ゾンタクラブ」「昭和電工ユニオン」「玄向寺」「長野県原水禁」「脱原発信州ネットワーク松本」
「ありがとう基金」「MCC」「日本福音ルーテル教会東教区事務局」「ふくしま支援・人と文化ネットワーク」
「イ・デザインクラブショップ」「ミホプロジェクト」「小金井聖公会食事会」「チェルノブイリ・福島医療基金」
「日本キリスト教団佐世保教会」「カトリック松本教会」「脱被ばく実現ネット」「福島の子供たちのためのチャリ
ティコンサート実行委員会」「NO NUKES 2015」「麦の会 横浜港南台
教会」「ビハーラ長野」「（一社）Harmony AI」「シアターTRIBE」「と
っておきのステージ実行委員会」「花と爆弾－もう、戦争の暴力はやめようよ」
「脱原発はりまアクションの会」「ストックホルム支援グループ」「さいなら
原発尼崎住民の会」「子どもたちを放射能から守るために実行委員会」「にし
きたマキ窯パン焼き隊」「ＪＡ松本青年部の皆さまによるスイカ割り大会」
「ザ・ハーモニーホールでのコンサートへご招待」「岩井堂蕎麦愛好会」

〇他、たくさんの皆さまからご寄付、お米、野菜、果物などなど、
たくさんのご支援をいただきました。ありがとうございました！
まつもと子ども留学基金
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編集後記

「まつもと子ども留学」とは
2011 年 3 月の東日本大震災は、それ
までの私たちの暮らしと認識を一変させ
ました。5 年あまりの歳月を経た現在も
福島では育ち盛りの子どもたちが制約の
多い暮らしを余儀なくされています。
NPO 法人「まつもと子ども留学基金」
は、被災地の子どもたちが安心して遊び
・学び・生活できる場所づくりを目指し
て、信州松本の地で「まつもと子ども留
学」プロジェクトを立ち上げました。
本プロジェクトは、留学する子どもた
ちの負担をできるだけ少なくするため、
皆さまからのご寄付によって、人件費、
寮の維持費など運営費用約 1400 万円が
まかなわれております。一人でも多くの
子どもの命と夢を育むためにも、皆さま
のご理解とご協力を心からお願い申し上
げます。

◆春のニュースレターから、あっという間に時が経ち、この冬は早くも
雪が降りました。おかげさまで、留学生たちは健康に過ごしています。
中学 3 年生の 2 人は、今は毎日受験勉強に励んでいます。今年から始め
た通年保養ではたくさんのご家族に利用していただき、「保養」の必要
性が高まっていることを実感しました。来年も、「子ども留学」はもち
ろん、1 人でも多くの子どもの放射能の被ばくを軽減するための活動に
取り組んでいきます。（中野）
◆ご好評いただいているブログ「まつもと子ども留学の日々」。スタッ
フ「まみや」と「Ｂ（べー）」ちゃんが子どもたちの日常を綴っていま
す。ホームページでは保養情報、講演会などもご案内しています。あわ
せて、ご愛顧ください。
★「まつもと子ども留学の日々」ブログ

http://ameblo.jp/matsumoto-relief/
★「まつもと子ども留学」ホームページ

http://www.kodomoryugaku-matsumoto.net/

NPO 法人まつもと子ども留学基金
事務所 ：〒390-0861 長野県松本市蟻ケ崎 1-3-7（安藤法律事務所内）
ＴＥＬ：０８０－４７１６－２０１１ ＦＡＸ：０２６３－３９－０７００
MAIL：matsumoto.relief@gmail.com
http://www.kodomoryugaku-matsumoto.net
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