（2013年９月１８日 現在）

★震災・原発事故で避難されている方々をお誘いしてのハイキング（グレーの網掛け部分は、これからの計画）
日程
1 2011/6/13（月）
2 2011/7/11（月）

行き先
裏磐梯
（福島県）
鬼面山（安達太
良連峰）

3 2011/10/18（火）

裏磐梯
（福島県）

4 2011/10/25（火）

安達太良山

5 2011/11/19（土）

天覧山
（埼玉県）

6 2011/12/7（水）

天覧山
（埼玉県）

7 2011/12/14(水）

天覧山
（埼玉県）

8 2012/1/30（月）

塩の山
（山梨県）

9 2012/2/1（水）

裏磐梯
（福島県）

10 2012/3/14(水）

裏磐梯
（福島県）

11 2012/4/13（金）

神代桜
（山梨県）

12 2012/4/26(木）

三春花見ハイク

13 2012/5/21(火）

埼玉県美の山ハ
イク

14 2012/6/11（月）

鬼面山
（福島県）

2012/7/21（土）～
15
23（月）
16 2012/8/31(金）
17 2012/9/25（火）
18 2012/10/12(金）

富士山
一切経、鎌沼
（福島県）
飯盛山
（長野県）
安達太良山
（福島県）

被災者
どこの被災者をどのようにお誘い
参加人
したか
数
芦ノ牧温泉の旅館に避難されてい
田部井淳子と歩こう～裏磐梯ハイキング
5
た福島県楢葉町の皆さんと
田部井淳子と歩こう～鬼面山。高山植物あふれる
土湯温泉などに避難されていた福
18
ハイキング。下山後は、野地温泉で入浴。
島県南相馬市、浪江町の皆さんと
田部井淳子と歩こう～裏磐梯、紅葉ハイク。参加
者の声：福島県に住んでいても裏磐梯に来たのは
会津若松の民間借り上げ住宅等に
初めて。若い時一度来たけどこんな奥まで歩いた
40 避難されている福島県大熊町の皆
ことなかった、このハイキング楽しみにして、今
さんと
日の日のために毎日歩いていた、旦那と歩いたの
は震災以来。こんな自然の中歩くなんて、何年ぶ
りだか。
田部井淳子と歩こう～安達太良山。「山歩けて、
二本松に避難されている福島県浪
山の上で豆腐の味噌汁飲めるなんて、びっくり。
20
江町などの皆さんと
これからもやってね、また機会があれば参加した
い」との声。下山後は岳温泉で入浴。
田部井淳子と歩こう～首都圏に避難されている方
埼玉県加須市の騎西高校に避難し
をお誘いして。ハイク後は川原で芋煮会。「来て
ている福島県双葉町の皆さんと新
19
良かったなぃ」「久しぶりで新座にいる人も会え
座公務員宿舎に避難されている南
て本当に良かった」、「またくっぺね」との声。
相馬市の方
田部井淳子と歩こう～江東区に避難中の福島県の
江東区東雲住宅350世帯（900人）
方達をお誘いして。晴天に恵まれ、紅葉真っ盛
にチラシをポスティングした結
り。下山後は、諏訪神社の大広間であたたかい味
25
果、南相馬市、富岡町、浪江町、
噌汁に、各自持参の弁当。参加者からは民謡が披
楢葉町、仙台市の皆さんと
露された。
内容、参加者の声

田部井淳子と歩こう～首都圏に避難している被災
者をお誘いしてのハイキング。お昼は飯能に住む
田部井さんの山仲間のおごりで、すいとんのお店
で、町おこしの名物スイートンを堪能。
田部井淳子と歩こう～甲州の山と温泉 甲州の山
をハイキングし、下山後、温泉。 塩の山の頂上
では地元の方より甘酒のおふるまい、帰りには一
人ずつ信玄餅のお土産。
田部井淳子と歩こう～裏磐梯スノーシューハイク
（地元の協力で、参加者の装備一式、レンタル無
料）雪の山を歩くのはほとんどの人が初めて。ハ
イク後は、あたたかいラーメンと温泉。
裏磐梯スノーシューハイク（地元の協力で、参加
者の装備一式、レンタル無料）。雪景色に映える
磐梯山。初めての雪上ハイクに「寒いどころか暑
くて汗かいたよ」「雪山は本当に綺麗！」の声。
春の神代桜ハイキング＆温泉 日帰り。以後、株
式会社アルソア本社とのコラボ。お花見ハイキン
グのあとは、健康食ランチ、体操。温泉を堪能。
帰りにはアルソアから製品のおみやげ。
田部井淳子と歩こう～三春花見ハイク。
参加者の声「いっぱい咲く桜みて、元気もらっ
た。」「一度来てみたいと思っていたので、いい
企画してもらった。普通では見られないところを
歩けて、本当に素晴らしかった」
埼玉県美の山ハイク＆温泉。
ジャガの花、ツツジが山肌一面に咲いていまし
た。ハイク後は松花堂弁当のランチと田舎芝居も
観劇と盛りだくさんの１日
鬼面山ハイキング＆温泉。各自弁当持参。手作り
のおかずを皆でまわし和気あいあい。雄大な景色
を満喫。弁当を作るとなると、前の日の買い物か
ら気合が入る、との声。

中野区社会福祉協議会、世田谷
区、狭山市、所沢市、飯能市、新
宿区社会福祉協議会などに声かけ
19 た結果、富岡町、南相馬市、川内
村、大熊町、広野町、浪江町、郡
山市、双葉町、いわき市の皆さん
と
埼玉県加須市の騎西高校に避難し
ている福島県双葉町の皆さん18人
41
と江東区東雲住宅に避難されてい
る福島県などの皆さん23人

バス送迎あり
バス送迎あり

バス送迎あり

広報方法
避難先の旅館にチラシを貼り
だした
避難先の旅館にチラシを貼り
だした

大熊町民にチラシ4600枚送付

岳温泉に直接集
浪江町による広報
合

バス送迎あり

騎西高校で740人余りにチラ
シ配布

バス送迎あり

ＨＡＴ－Ｊで各戸にポスティ
ングした

社会福祉協議会や市役所に広
現地集合（飯能 報協力仰ぎ、ＨＡＴ－Ｊのメ
駅）
ンバーが各戸にチラシをポス
ティングもした

バス送迎あり
（2か所）

騎西高校は双葉町役場にチラ
シを配布していただき、江東
区東雲住宅へはチラシをポス
ティング

福島県内（会津若松やいわき市な
41 ど）に避難されている大熊町の皆
さんと

バス送迎あり。 大熊町によるチラシ配布3300
現地集合もあ
枚（福島県内にいらっしゃる
り。
大熊町町民の皆さんへ配布）

福島県三春町の仮設住宅にお住ま
33 いの葛尾村、富岡町の皆さんをお
誘いして

バス送迎あり。 葛尾村・富岡町による広報。
現地集合もあ
葛尾村３３０戸、富岡町４４
り。
０戸、合計１６００人

37

首都圏＆山梨県にバラバラに避難
している方をお誘いして

バス送迎あり。
現地集合もあ
り。新宿集合と
甲府集合

山梨県のＮＰＯ．東京都、新
宿区、世田谷区、中野区、豊
島区、練馬区等の区役所や社
会福祉協議会を通じての広報

会津若松の民間借り上げ住宅等に
49 避難されている福島県大熊町の皆
さんをお誘いして

バス送迎あり。
福島県内にいる大熊町の全町
現地集合もあ
民3300世帯へチラシ配布。
り。

30

埼玉県などにバラバラに避難され
ている方をお誘いして。

バス送迎あり。 埼玉県狭山市、所沢市、川越
（埼玉県旧騎西 市、旧騎西高校の双葉町支所
高校と飯能駅） を通じての広報

38

三春町の仮設住宅などに避難され
ている葛尾村と富岡町の皆さん

バス送迎あり

日本一の山、富士山に登ろう

60 復興をめざす東北の高校生60人

一切経、鎌沼ハイキング＆温泉

29

飯盛山ハイキング＆温泉

29

紅葉の安達太良山＆温泉 紅葉がちょうどよい季
節でした。
紅葉の月居山と袋田の滝 全山紅葉で、お天気も
よい中ハイキングできた。広い頂上で紅葉を眺め
ながら各自持参の弁当を広げた。

交通

会津若松などに避難されている大
熊町の皆さん
首都圏にバラバラに避難している
方をお誘いして
三春町の仮設住宅などに避難され
21
ている葛尾村と富岡町の皆さん

バス送迎あり

葛尾村、富岡町による広報

19 2012/11/21（水）

月居山
（茨城県）

20 2012/12/4（火）

高尾山
（東京都）

田部井淳子と行こう～高尾山ハイキング。今回の
み参加費500円。

38 首都圏に避難されている皆さん

21 2013/１/22（火）

川越・七福神め
ぐり（埼玉県）

新春・川越七福神めぐり。今回初めて現地解散し
て各自散策、昼食とれるようにした。

46

首都圏にバラバラに避難している
皆さん

30

三春町等に避難している富岡町と
葛尾村の皆さん.

三春バス送迎あ
り。三春町が提 富岡町、葛尾村通じての広報
供。

会津若松市といわき市の仮設住宅
22 などにいらっしゃる大熊町の皆さ
んをお誘いした。

いわきと会津若
大熊町社会福祉協議会による
松の2か所でバ
広報
ス送迎あり

東京都や埼玉県など首都圏にバラ
バラに避難されている浪江町、双
葉町、南相馬、いわき、富岡、大
熊、楢葉町、仙台、石巻などの皆
会津若松、中通、いわきに避難さ
43 れている大熊町の皆さんをお誘い
した

新宿集合と東所
沢駅集合の2か
所、バス送迎あ
り。
会津若松・郡山
と、いわきから
バスが1台ずつ

猪苗代周辺スノーシューハイキング。２時間雪の
中歩いた後、温泉と林万里子さんのピアノを聴い
た。弁当各自持参で昭和女子大会津キャンプ村で
豚汁出してもらった。
猪苗代周辺スノーシューハイキング。晴天で磐梯
山もよく見えた。先月と同じように昭和女子大会
津キャンプ村で温泉と林万里子さんとピアノを聴
いた。

36

いわき市に避難されている大熊町
の皆さん

葛尾村、富岡町による広報

バス送迎あり。 新聞による広報や福島県山岳
福島、郡山、い 連盟等を通じた高校への呼び
わきから
かけ
大熊町社会福祉協議会による
バス送迎あり
広報
新宿集合、バス 東京都を通じて都内23区、
送迎あり
市、社会福祉協議会へ広報

22 2013/2/26(火）

猪苗代・スノー
シュー

23 2013/3/22(金）

猪苗代・スノー
シュー

24 2013/4/19（金）

美の山（埼玉
県）

美の山 花見ハイキング（埼玉県）新緑の中、お
花を見ながらの歩き。各自弁当持参。下山後は、
温泉にも入浴。

25 2013/5/15（水）

神峰山（茨城
県）

神峰山

26 2013/6/28（金）

雄国沼 （福島
県）

雄国沼ハイキング（福島県）。雄国沼はキスゲが
一面満開。下山後はラビスパの温泉。サポーター
が参加者から手作りのストラップをいただきまし
た。

30

27 2013/7/29（月）

美し森（山梨
県）

美し森ハイキング（山梨県北杜市）

41 首都圏に避難されている皆さん

28 2013/8/31（土）

雄国山（福島
県）

雄国山ハイキング（福島県）

42 南相馬市の皆さん

2013/9/27（金）
2013/10/25（金）
2013/11/20(水）
（仮）

雄国沼（福島
県）
里山ハイク＆芋
煮会
（仮）日山（福
島県）

新緑ハイキング（茨城県）

35

三春町等に避難している富岡町と
葛尾村の皆さん.

雄国沼ハイキング

大熊町の皆さん

2時間ぐらいの散策ハイク＆五日市の河原で芋煮
会

首都圏に避難されている皆さん

今までお誘いした被災者の合計のべ人数

三春町に避難している富岡町と葛
尾村の皆さん

いわきに集合。 大熊町社会福祉協議会による
バス送迎あり
広報
集合は新宿と高
尾の二つ。電車
で移動
集合は新宿と本
川越の二つ。電
車で移動

東京都を通じて都内23区、
市、社会福祉協議会へ広報
東京都を通じて都内23区、
市、大熊町社会福祉協議会に
よる広報、埼玉県内個別広報

東京都を通じて都内23区、
市、大熊町社会福祉協議会に
よる広報、埼玉県内個別広報
大熊町社会福祉協議会による
広報

三春バス送迎あ
葛尾村、富岡町による広報
り。
東京都を通じての広報や埼玉
新宿バス送迎あ
県の自治体を通じてのお誘い
り
等。
南相馬市立総合病院神経内科
南相馬市からの の医師小鷹昌明氏たちとのコ
バス送迎あり
ラボ企画。地元の山友クラブ
も参加。
大熊町社会福祉協議会による
広報
三春町からバス
葛尾村と富岡町による広報
送迎あり

917

★旅行会社とコラボで行なう一般募集ツアー 東北応援ハイキング 「登って、泊まって、買って帰ろう！」(田部井淳子ボランティア参加）
日程
2011/8/17（水）～
1
18（木）
2

行き先
会津駒ヶ岳（福
島県）

宿泊地
檜枝岐・ますや
旅館（福島県）
白布温泉・中屋
別館不動閣（山
形県）
日中温泉・ゆも
と館（福島県）

2011/10/4（火）～5 西吾妻山（福島
（水）
県）

新宿発着のバスで1泊2日の登山ツアー～田部井淳
子ボランティア参加

40 株式会社西遊旅行

2012/2/19（日）～
20（月)

新宿発着のバスで1泊2日のハイキングツアー～田
部井淳子ボランティア参加

14

都内発着のバスで1泊2日のハイキングツアー

33 株式会社西遊旅行

田園生活館（福
島県三春町）

都内発着のバスで1泊3日の花見ハイキングツアー

83 株式会社西遊旅行

田園生活館（福
島県三春町）

23 株式会社西遊旅行

大内宿（福島
県）

裏磐梯・雄国沼
スノーシュー
福島県花見山、
2012/4/24（火）～
4
三春滝桜など花
25（水）
見ハイク
2013/4/22(月）～23 福島県花見山、
5 （火）、4/25(木）～26 三春滝桜など花
（金）
見ハイク
福島県大内宿と
2013/11/11（月）～12
6
小野岳、二岐山
（火）
ハイク
3

内容
人数
コラボしたところ
新宿発着のバスで1泊2日の登山ツアー～田部井淳
アルパインツアーサービス株式会
28
子ボランティア参加
社、ＮＰＯ日本トレッキング協会

アルパインツアーサービス株式会
社、ＮＰＯ日本トレッキング協会

― ４６ ―

