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大堀育英財団では、設立から現在まで、奨学金事

業、東京移動教室、書写研修および体験活動事業な

「電気で動くホバークラフトを作って、動かし

てみよう」

年度…子ども野外体験教室

「模型飛行機を作って、飛ばしてみよう」

・平成

年度…子ども野外体験教室

「富士山キャンプ」

・平成

・ ・

年度の活動

「富士山キャンプ」

平成

◦奨学金事業◦

年度からは、従来の貸

年度には、貸与月額を３万円

があります。貸与型奨学金を受ける条件には、①

当財団の奨学金には、貸与型と給付型の２種類

与型に加えて、特に学業成績が優秀な学生を対象と

大学・大学院に在学していること（あるいは、在

福井県出身であること、②東京圏または大阪圏の

から４万円に増額し、平成

した給付型（返済不要）を導入しました。さらに、

学することが決定していること）、 ③学業および

要としていること、などがあります。この中で特

人物ともに優秀であること、④経済的に助成を必

年度からは、従来の東京圏に加え、大阪圏に

平成

所在の大学に学ぶ学生をも対象とするように、制度
を改定しました。

に学業成績が優秀な者には、奨学金の給付を認め

年度の奨学生数は、

名（貸与

年度を例に掲げ、紹介します。

た。

年度の貸与総額は

万円でした。

なお、平成

万円、給付総額

大学、文京大学、日本体育大学…各１名

電気通信大学、東京学芸大学、明治大学、中央

東京大学、一ツ橋大学、日本大学…各２名

慶応大学…４名

早稲田大学…７名

４名）でした。奨学生の在籍大学は次のとおりでし

平成

名、給付

以下に、最近の奨学金事業の内容について、平成

大学院生とも月額４万円です。

財団設立から現在までに、本奨学金を利用した奨

年度までの間に、

ることがあります。奨学金の額は、大学生および

年度から

名を超え、奨学生ＯＢは様々な分野で活躍

学生は

しています。

◆体験活動事業
当財団では、平成

」

福井県の子どもたちを対象に、以下のような体験活

年度…子どもスキー教室

年度…子ども柔道教室「キッズ柔道」

動事業を開催してきました。
・平成
・平成

年度…子どもジャズ教室

スキーロボットから学ぶ回転技術

「清水史郎スキー教室

・平成

「ランチタイム・ジャズライヴ

は

☎0779（65）5739

福井県大野市篠座町5-8

どの活動を行ってきました。ここでは、これらのう

ち奨学金事業と体験活動事業について紹介します。

◆奨学金事業

当財団では、設立以来、福井県出身の大学生・大

学院生を対象とした奨学金事業を行ってきました。

ここでは、最近の社会情勢の変化に対応すべく、奨

大堀育英財団では、社会に有用な人材の育成に

学金事業の拡充を図ってきた内容を紹介します。

年度からは、それまで貸与月額が２万円だ

寄与することを目的として、福井県出身の優秀な

ったものを３万円に増額し、平成

学生で、経済的理由により修学困難な者を対象に、

平成

年度には、大学

事務局を福井県大野市の事務所に一元化すると

に入学することを前提に、高校３年生の段階で奨学

奨学金の給付および貸与を行っています。

務。その後、東京でのちに〝幼児教育のパイオニア〟

日、親戚であった福井県

ました。また、平成

金貸与の予約を得る事ができるように制度を改定し

の対応として、
東京連絡所
（豊島区目白）
を廃止、

22

ともに、会計基準を 平
｢ 成 年基準 ｣に改める
など、各種の内部改革を図りながら公益財団法
人への移行認定申請を目指して準備。
年２月～４月

公益財団法人への移行認定を福井県知事に申請、
同年３月、福井県知事より移行認定を受け、同
年 ４ 月 １ 日 に 登 記、 法 人 名 を「 公 益 財 団 法 人
大堀育英財団」に変更し、現在に至る。

大堀秀夫を初代理事長に 財｢団法人 伸芽会育英

年９月

大野市の現理事長・桑森真介の実家を事務所として、

いと考え、昭和

たことから、大堀は、東京で ㈱｢伸芽会 ｣を経営し
ながらも、福井県における青少年の教育に貢献した

と呼ばれた ㈱｢伸芽会 ｣を設立し、晩年まで社長を
任務した。大堀秀夫の両親は福井県大野市出身であ

財｢団法人 大堀育英財団 ｣に変更。

財団 ｣として設立。福井県大野市に事務所、東
京都豊島区目白に東京連絡所を置き、奨学金事

立教大学助手および文化女子短期大学講師として勤

まれた。立教大学大学院・教育学研究科を卒業後、

設立者・大堀秀夫は昭和２年、東京都豊島区に生

●設立者のプロフィール

平成

公益財団法人として再スタート
この度、
「財団法人 大堀育英財団」は福井
年４月１日をもって法人名を「公益財

県知事より公益財団法人への移行認定を受け、
平成
団法人 大堀育英財団」に変更いたしました。
これを機に、今後は、これまで実施してき
た福井県出身の大学生を対象とした奨学金事
業、福井県の子どもたちと保護者を対象とし
た社会教育事業など、公益目的事業のさらな
る充実に努めていく所存です。
再スタートに際し、改めて当法人の沿革お
よび最近の活動を紹介いたします。

公益財団法人

財
｢団法人伸芽会育英財団 を
｣ 設立した。設立に必要
な資金の大部分は大堀秀夫が拠出し、初代理事長は
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…ジャズを知り、感じよう…」
年度…子ども科学教室

19

革

大堀育英財団

大堀自身が務めた。著書に幼児教育用図書 子｢ども
を大きく伸ばす小学校受験―私立・国立小学校入試

・平成

23

年９月

（平成20・21・22年度合併号）

合格の大切な真実、小学館、１９９５年 な
｣ ど多数。
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沿
昭和

第32号

り、自身も戦時中大野市に疎開していた経験があっ

年４月

月

法人名を
年

月

周年を機に、東京在住、福井県大野市出

月
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業および社会教育活動を開始。
平成

平成

年

設立者の大堀秀夫死去。
平成
創立

年

年施行

公｢益法人制度改革関連三法 へ
｣

身の桑森真介（明治大学教授）が理事長に就任。
平成

平成
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公益財団法人

年

月７日（日）に、大野市にある学び

◦子ども科学教室◦
平成

副学長兼教務部長の伊
藤光先生に講師をお願
いしました。その他、
春江工業高等学校の先
（２）製作を指導

ら、軽く押すだけで簡単に移動するのです。

のです。このとき床面と器とは接触していませんか

そのとき、器が床面からわずかに浮いた状態になる

込むことにより、器のすそから空気が外へ出ます。

にすれば動く

イッチをオン

池を入れてス

ました。乾電

速動かしてみ

はずですが、

の里「めいりん」の図工室および体育館で、
「乗り

参加者の子どもたちと保護者の皆さんは、春江工

生方と生徒の皆様およ

思い通りいく

物の構造や動くしくみを体験的に学ぶこと」を目

業高校の生徒にアドバイスを受けながら、「カップホ

び明治大学理工学部伊

完成機は少な

的として、子ども科学教室を開催しました。この

バー」を作りました。まずは、カッターで発泡スチ

藤研究室の学生の皆様にもお手伝いをいただきま

い よ う で す。

事業は、大野市教育委員会の協力を得て、大野市

ロールの器をカットする作業から始め、モータの軸

ハンダ技術の

した。参加者は、小学生、保護者および関係者を

にファンをつける作業、その後乾電池ボックスをハ

未熟さや切り

の小学生４年生～６年生および保護者を対象とし

ンダ付けする作業と続きます。このような工作にな

取り部分の開口面積の違いなどが原因で、見本のよ

午後のクラス（

時～

30

北村

春江工業高等学校
教諭

泰生

―ホバークラフト製作で
「ものづくり教育」を進める―

はじめに
「乗り物の構造や動きを体験的に学ぶことをねら
いとした、子ども
科学教室」のお手
伝いをさせていた
だいて、楽しいひ
とときを過ごさせ
ていただきました。

ありがとうござい
ました。
「電気で動くホ
バークラフトを作
って、動かしてみ

55

を製作しました。そして後半は、人が乗って移動で

泡スチロール製どんぶりを利用したホバークラフト

マで、前半、参加 者の子どもたちは、カップ麺の発

のを作るか、どうしたら早く、そしてきれいに仕上

います。いかにして効率よく道具を使って目的のも

してものを作ることは、考えることと同じく頭を使

「手は第二の脳」ともいわれるように、手先を動か

こと、
精神面での成長を感じることがよくあります。

ていますと、学問的な面や技術的な面はもちろんの

春江工業高校で生徒とともに「ものづくり」をし

ホバーボーリング」なる競技を考案する子どもなど、

する子ども、ピンを立てて完成機を当てる「カップ

子ども、速さを競う子ども、回転させて動きを比較

増えてくると、今度は、一回で移動する距離を競う

の後、体育館の広い床面を軽快に滑走する完成機が

流れが発生し、学習するのです。数回の修理、調整

不具合があってこそ原因を考えて修復、改良という

箇所があることをご了解いただければ幸いです。

きる本物のホバークラフトの試乗体験をしました。

がるかなど、

時には鼻（ハ

ホバークラフトは、空気の膜の上に乗って移動す

溶け具合を示

げる臭いが、

見が出て、小学生が製作に困らないように、予めど

備をするよう指示しました。準備の際には色々な意

手伝いの高校生には、自分たちで工夫して予め準

（１）人が乗れるホバークラフトを作る

人が乗るホバークラフトを製作する

思っています。

ちにとって充実した時間を提供することができたと

心・行動を誘発していく様子が観察でき、子どもた

です。ひとつの工作が次々と子どもたちの興味・関

って遊び方を自分で考案する子どもまで出てくるの

みられるようになり、作り終えた後は、完成機を使

の向上、その後は構造や性能に関する興味や工夫が

このように、はじめは作り方に関する興味や技術

完成機を使って遊ぶ子どもたちが出てきました。

ものづくりを通して、科学技術の面白さを感じてい

頭と目と耳と

カップホバーを製作する

る乗り物です。講座でホバークラフトの仕組みを理

す）との複雑

ンダの熱で焦

解してもらうために、模型を作りながら説明するこ

な連携作業が
長時間続くの

のをつくるということは、子どもたちの成長のため

「カップホバー」は、カップ麺の器を利用して作

ップ麺の器、マブチモーター、乾電池、紙製のファ

に良いことは間違いありません。

ですから、も

ンを組み合わせて作ります。完成した「カップホバ

さて、
「カップホバー」を作った子どもたちは、早

（３）
「カップホバー」を動かしてみる
移動します。ファンで、伏せた器の中へ空気を吹き

ー」は、凹凸のない床上や机上で、軽く押すだけで

るホバークラフトという意味で付けた名前です。カ

とにしました。

（１）カップホバーとは

手と身体と、

ただけたのではないかと思います。

午前のクラスの講師を担当していただいた北村

名でした。

先生、そして午後のクラスを担当していただいた

ると、子どもより大人の方がのめり込んでいるよう

うにはいかない製作機がいくつか出てきました。何

分）は「電気

で動くホバークラフトを作って、動かしてみよう」
、
伊藤先生とお手伝いの学生さんから原稿が寄せら

でした。子どもの頃、手作りで玩具を作った記憶が

も問題がなければ得るものもないのでありまして、

時

時）は「模型飛行機を作

れましたので、ご紹介させていただきます。なお、

よみがえってくるのでしょうか。

分～

って、飛ばしてみよう」のテーマで、それぞれ実

原稿を寄せていただいた先生方および学生さんに

11

頭）に、午後は明治大学理工学部教授で明治大学

泰生先生（平成

30
15

午前のクラス（９時

施しました。午前は春江工業高等学校教諭の北村

は、編集の段階で若干の修正をさせていただいた

カップホバーの動きを確認する小学生

年度からは敦賀工業高等学校教

含め、計

12

て行われました。

20

よう」というテー

子ども科学教室の関係者

（2）

☎0779（65）5739

福井県大野市篠座町5-8

〠912-0061

財団事務所

「カップホバー」の作り方についてアドバイスする
高校生と製作に励む親子
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のしがいがある教室であったようです。

はどういう順序で行うかなど、高校生にとって工夫

の程度まで作り込んでおけばよいか、あるいは説明

気作品として評価を受けました。

バークラフトは、試乗希望者の列ができるほどの人

白 さ を 理 解 し て も ら う イ ベ ン ト で す が、 改 良 型 ホ

ることができないが、仮に２個３個と増やせば人が
乗用型の製作と改良へと高校生は貴重な経験をする

クラフト作りですが、模型の製作、教え方の工夫、

「子ども科学教室」がきっかけで始まったホバー

乗ることだって不可能ではないはず、と考える者が
ことができ、本当に良いチャンスをいただいたと、

年が明けて、中学生対象の製作品披露会の依頼が

は、「試行」させることを通して子どもたちの「思考」

まさに、大堀育英財団「子ども科学教室」の企画

「模型飛行機を作って、飛ばそう」
伊藤

明治大学副学長兼教務部長
理工学部教授

光

米原を出て、電車が福井に着くと、雪でした。そ

れから、夜の大野に到着し、一夜が明けると、そこは

年

月７日、小学生高学年を対象

一面の銀世界。その美しい雪の大野の市の施設をお
借りして、平成

の幅が

㎜、胴体の長さが

「模型飛行機を作って，飛ばそう」の参加者と関係者
後方の中央右側に伊藤先生，右端に当財団理事長

㎜で、軽量にできてい

500

楽しい雰囲気の中で模型飛行機作りが始まりました。

ご父母の方々も、子どもたちと一緒に参加いただき、

会場には、元気な小学生が集まってくれました。

した。でも、何回か繰り返すうちに、うまく飛ばす

細長い主翼がたわみ壊れそうになった子どももいま

微妙で難しいのです。はじめは、力が入りすぎて、

翼や尾翼の反り具合や機体全体の重心位置の調整が

うまく飛ばすことができるよ

を加え、調整の仕方がもっと上手になれば、さらに

これからは、自分たちで模型飛行機の構造に工夫

子どもたちは、事前に準備された飛行機の部品を素

この模型飛行機は通常のものよりも大きく、主翼

て作りたての飛行機を飛ばし始めました。

ことができるコツを飲み込んできたようでした。

ます。真っ直ぐにきれいに滑空させるためには、主

400

早く組み立て、調整したあと、体育館で夢中になっ

たのです。

のマニュアル作りを手伝ってもらい、その日を迎え

学生さんたちにも、材料集めや模型飛行機の作り方

をとても楽しみにしておりました。大学の研究室の

の実験をした経験もあり、大野の小学生に会えるの

は、明治大学でも「夏休み科学教室」で模型飛行機

桑森真介先生の熱意によって実現した企画です。私

堀育英財団の理事長であり、明治大学教授でもある

とした模型飛行機の工作教室が開催されました。大

12

高校生の中に、
「カップホバー」１個では人を乗せ

出 て き ま し た。 ど う せ 作 る な ら 小 学 生 が 乗 れ る ホ
ありがたく感じました。

うのです。最近は、都会に限らず田舎でもコンビニ

すから、ついつい安く値切ることに頭を使ってしま

ホバークラフトなどお金を出せば簡単に手に入りま

に作れ」と、いわれます。通販でもおもちゃ屋でも、

江 工 業 高 校 で は、
「欲しいものがあるのなら買わず

を先へ進めることはできません。私の勤めている春

会では、そのことだけに頭脳を使っていると、物事

済優先の行為としては大切なことですが、今日の社

１円でも安く買って、１円でも高く売ることは経

「買う文化」から「創る文化」へ

バ ー ク ラ フ ト を 作 ろ う、 と 試 作 に 乗 り 出 し た メ ン
バーも出て、
科学教室の前
夜に完成した
のが３点支持
タイプのホバ
ークラフトで
した。接地面
を的確にとら
えるのは３点
だから、部品
点数も少なくて済み、製作時間も早い、ということ

ネット利用は小学校の授業で推奨し、動かなくても

エンスストアーが街の角ごとに建ち並び、インター

教室当日は、初の披露目の日だったので、製作担

考えなくても物が自分の所に届くようになってきま

から完成させることができました。

当者は意気揚々でした。小学生の注目度は予想通り

今回の「電気で動くホバークラフトを作って、動

した。その分、子どもたちは動けなくなり、考えら

藤先生にもお褒めの言葉をいただきました。
しかし、

かしてみよう」のテーマで行った教室では、買うも

で、同日行われたもう一方の教室「模型飛行機を作

実際に子どもが乗ったときの安定性は今ひとつとい

のは最低限にし、作業など手をかけることを多くし

れなくなっていくのです。

う印象でした。人が乗る際に重心の位置が移動する

ました。
「買う文化」ではなく「創る文化」を重視し

って、飛ばしてみよう」を担当された明治大学の伊

ことで本体が傾き、空気の吹き出しが均一にならな

ました。手や足や身体全体を使って試行しながら考
えることが大切で、このことにより眠っている能力

いことが原因と思われました。帰りの車の中では、
担当した高校生の思索が続きました。

あったので、ホバークラフト担当生徒は、安定性を

力を花開かせているのだ、と感じました。本当に楽

が磨かれ、科学する心が育つのだと思います。

求めて４点支持のタイプを新しく作りました。高校

しくて意義深い活動に参加させていただきありがと

20

うになると思います。模型飛

行機を作る楽しさ、飛ばす面

白さを体験することを通じて、

子どもたちの科学への関心が

強まれば、嬉しく思います。

今回の教室に参加した小学生

の皆さんが、今後も元気いっ

ぱい勉強してくれることを期

待しています。私自身も、童

心に返り楽しい一日を過ごさ

せてもらいました。

☎0779（65）5739

福井県大野市篠座町5-8

〠912-0061
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（２）ホバークラフトの改良

生が作ったいろいろな乗り物やゲーム機、ロボット

うございました。

完成した模型飛行機の調整方法について説明する伊藤先生

３点で浮上するホバークラフトに試乗する小学生

などを披露しながら、中学生にものづくり技術の面

模型飛行機を作る子どもたち

平成23年12月１日

大堀育英財団だより
大堀育英財団
公益財団法人

「子ども科学教室」に参加して

登口

義隆

明治大学理工学部機械工学科
流体力学研究室
４年

年

月７

私は、明治大学理工学部の４年生で、大学では人
力飛行機の翼の研究をしています。平成
日、大野市で行われた「子ども科学教室」で、子ど
もたちに模型飛行機づくりを教えることになり、参
加させていただきました。大学で勉強している飛行
機の知識を活かして、伊藤光教授とともに模型飛行
機を設計し、子どもたちに模型飛行機の作り方を教
え、一緒に飛ばして遊びました。

とができ、
無事に飛ば
している姿
を見たとき

◦平成

年度◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

３泊４日の中の行事は全部楽しかったです。中で

も１番楽しかったのは、陣馬の滝で泳いだことです。

冷たかったけど、きれいで気持ちよかったです。最

有終西小学校 ６年生

●野尻 雄太

終日には待望の富士山を見ることができて、とても

たり、初めての体験をいくつもさせてもらいました。

ぼくはこの富士山キャンプで、かまど

の準備を頑

友達もキャンプから帰ってから変わったようです。

●斉藤

うれしかったです。すごく感動しました。また参加

張ってきて

四方君（こい）は料理をするようになったそうです。

『富士山キャンプの思い出』

を作ったり、まきを割ったり、野宿をし

よかったな

昇貴君（とら）は９月１日〜３日までキャンプのこ

ぼくは、富士山キャンプが今年の夏休

4 4

したいです。

と思いまし

としか話しませんでした。ぼくもキャンプのバスの

みの１番の思い出になりました。なぜかというと、

ができたからです。ぼくは、この富士山キャンプが

上庄小学校 ５年生

た。
何より、

集合場所の近くに引っ越したので、近くを通るとき

今まで１度も行ったことのない場所で、初めてあっ

「けんけらがおいしかった」と手紙に書い
ヘレン、

今までに行ったキャンプの中で１番楽しかったです。

崚

小学生たち

には、しみじみと思いだしています。
（陣馬の滝は冷

4 4

と仲良く遊び、楽しい時間を過ごすことができ、良

た子や、カウンセラーの人達などと友達になること

私は小学生のころ飛行機に興味を持つようになり、

てありましたが、ひんやりだんごは買えましたか？

それに、今まで１度も体験したことのない、森の中

い思い出となりました。

学教室に参加し、様々な体験をしたことで機械工学

大学に入り機械工学を学び、人力飛行機についての

夏も終わるので２個しかありませんでしたが、それ

4 4

というものに興味を持ったので、その時と逆の立場

研究をしてきました。科学教室に参加してくれた小

年度には、静岡県キャン

年度は７

年度を合わ

きそばが食べられてよかったです。

は、お母さんが子どものころに、ぼくのおばあちゃ

ぼくが富士山キャンプに参加した理由

『富士山キャンプに行って』

つからないので、探すのをやめバーベキューを食べ

たからです。ぼく達は、探したけれどもなかなか見

中へ行ってしまって、どこにいるか分からなくなっ

ベキューです。なぜかというと、友達の一人が森の

このキャンプで１番の思い出は、最後の夜のバー

んと富士山登山に行ったことがあって、富士山は迫

始めたら、なんと、テントの中にいたのでびっくり

下庄小学校 ５年生

力があると聞いていたからです。ぼくも自分の目で

しました。その後、友達といっしょにお肉や野菜を

たくさん食べました。

4

4 4

4

次に思い出にのこったのは、歌合戦です。始めの

歌は「ズンゴロ節」で、なみへいのおどりがおもし

ろくて、今でも「ズンバ、ズンバ」をよくしていま

す。次の曲は、今流行りの「キセキ」で、同じ班の

女の子が全部歌っていたのでおどろきました。

てしまいました。でも同じ班の友達はみんなやさし

班だったらいいなあと思っていましたが、班は離れ

ホイル焼きは１番おいしかったです。

どれもこれもとてもおいしかったです。中でも肉の

物が作れて、たき火までできたのでよかったです。

次に、楽しかったことは、夕飯作りです。色々な

くて、親切でとても楽しくすごせました。

祥くんとバスに乗りました。ぼくは、祥くんと同じ

出発の日、ぼくは、水泳を一緒にがんばっている

友達ができるかということでした。

でも不安だったことが１つありました。それは、

すごくうれしかったです。

と信じられませんでした。参加できると聞いた時は

ぼくは、「本当に富士山に行くことができるの？」

富士山が見たかったのです。

●宮本 雅斗

大野では見たことがない、くず肉の入った富士宮や

になるということをとてもうれしく思い、楽しみに

めてもらえたら嬉しく思います。

年度と平成

◦子ども野外体験教室◦
平成

プ協会と大野市教育委員会の協力を得て、富士

日、平成

年度と

皆さん、本当にありがとうございました。

を歩いたりできたのでうれしかったです。しかも、

していました。
当日参加した小学生たちは皆元気がよく、私たち
が教えているときの真剣な眼差しや態度が素晴らし
く、大学生である私たちも見習わなければならない
と思うほどでした。
今回の科学教室に参加するにあたり、小学生が製
作しやすく、また、小学生の力でも軽々飛ばすこと
のできるように、模型飛行機の大きさや素材を試行

山の麓の朝霧高原で、福井県の子どもたちを対

日～

日の日程で、静岡県立朝霧野外活動

年度は８月

象とした「富士山キャンプ」を実施しました。
平成

日～

名でした。

ることをご了解いただければ幸いです。

段階で若干の修正をさせていただいた箇所があ

お、原稿を寄せていただいた皆様には、編集の

したので、ここで紹介させていただきます。な

参加した子どもたちから感想文が寄せられま

せ、

施しました。参加者は、

センター・キャンプ場Ａサイトを使用して、実

月

22

加工しやすい
素材を選び、

しでも飛行機やものづくりに興味を持ち、見聞を広

を送ります。

4

たかったなど…）

は模型製作

21

学生の皆さんも、今回の教室をきっかけとして、少

私自身、小学生のころに近所の大学が主催した科

跳び箱の上から模型飛行機を飛ばす子どもたち
（右から二人目は登口さん）

22

組み立て用の

27

21

接着剤も小学
生が使いやす
いテープ類を
選ぶなど工夫
しました。当
日、小学生全
員が飛行機を

22

24

（4）
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うまく作るこ

21

29

21

26

32
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20

錯誤しながら設計しました。主翼部分には、軽くて

伊藤先生と伊藤研究室の学生さん
（左端が登口さん）

大堀育英財団
公益財団法人

大堀育英財団だより
平成23年12月１日

この富士山キャンプのお陰で新しい友達がたくさ

有終南小学校 ５年生

んできました。来年もあればまた行きたいです。

●松田 啓司
『富士山キャンプに参加して』
富士山キャンプ出発の日、バスの中で
最初の知り合いができる。
▲富士山が見えない▲
朝霧高原キャンプ場に着くころには、何人か知り
合いができる。
自分は、食事担当となった。かまどがない。作っ
た。お米をといで、かまどに入れた。
▲まだ見えん▲
あまり変わりがない。そのまんま。
▲またまた見えん▲
夜のバーベキューは楽しかった。食って遊んで楽
しい１日だった。このときには外で寝た。みんない
っしょ。楽しかった。
▲やっと見えた▲
奇跡的に見えた。
また見たい、
富士山を。この企画をつづけてほしい。

ますもう一度行きたくなりました。こんな充実した
体験は、どこへ行ってもできないと思うので、わす
れないようにします。
あのキーホルダーは、リュックにつけました。ち
ょ〜♡かわいかったわ〜。ズンゴロ節はちゃーんと
覚えています。あのバッチはどこにつけようか、ま
よってまーす。
最後に富士山が見えてよかったー、と思っていま
す。６年生や中学生になっても、行きたいと思って

4

4

4

4

4

4

4

有終西小学校 ６年生

4

4

4

4

ぼくは、初めての富士山キャンプに行

『富士山キャンプ』

●前畑 昇貴

いますので、よろしくお願いします。

4

って、なみへいやニワトニ、いもうとたちとカレー
を作ったり、朝食をいっしょに食べたりして楽しか
ったです。とくに、川で遊んだのが楽しかったです。
バスに乗っているとき、まだ朝霧高原につかないか

4

4

4

4

なと待っていました。朝霧についたときに、空気が

4

すごくおいしかったです。３泊目の夜には、うなぎ
4

やミルクたちとバーベキューをしました。お肉がお

小山小学校 ５年生

●高津 果琳
『朝霧での思い出』
私は、富士山を見たことがな
くて、見たかったので、富士山キャンプに
参加しました。
朝・昼・夜、班ごとに、ごはんを作るの
は大変だったけど、ある材料でできる料理
を作るのはとても楽しかったです。特に、
カレーライス作りが楽しかったです。

活動では、司令書にしたがって行動するのが、楽

しかったです。次の指令は何だろうと、とてもわく

わくしました。そして、いろいろな場所へ行きまし
た。陣馬の滝が、感動しました。

最後の夜だけは、テントじゃなくて、起き上がる

と富士山が見ることができる所で、みんなで寝まし

た。そして最終日の朝、いままで雲で見えなかった

富士山が見えました。初めてみる富士山で、目がす
っきり覚めました。

福井でも山はたくさん見られるけど、富士山はや
っぱり特別にすばらしく見えました。
来年もあったら参加したいと思いました。

テントの中で寝るのも、いつもとちがってわくわ

くしました。毎日夜になるのが楽しみなくらいでし

た。最後の夜は、外で寝袋に入って寝ました。夜中、

目が覚めると満天の星空で、朝起きると目の前に富

士山が見えました。思わず心の中で

「朝起きたら富士山が見えるなんて、ちょっとぜい

たくだな」と、思いました。

このキャンプに行って、友達もたくさん増えまし

た。その友達とカウンセラーの方に教えてもらった

歌『ズンゴロ節』を大きな声で歌いながら歩いたり

もしました。

とても楽しい４日間でした。

●富田 一葉

●帰山

いしかったです。静岡の名物の焼きそばは、特にお

富士山の原生林を探検

富士山キャンプは、すごくすごくおも

６年生の良い思い出にな

したのが楽しかったです。

冷たさをがまんしながら入りました。流れに身をま

です。ものすごく冷たかったけれど、みんなでその

その場所の中でも１番楽しかったのは、陣馬の滝

来ました。

ごくおもしろかったです。それに、料理の勉強も出

くなれたので良かったです。最高でした。全部がす

しろかったし、楽しかったです。他の友達とも仲良

りました。

な顔、いろんな体験が出

で、その日の夜、ご飯をたく水に使いました。その

と教えてくれたので、ペットボトルいっぱいにくん

「この滝の水はおいしいよ」

の方が

れあえました。

しめました。森を冒険するのは、自然ともすごくふ

活動は楽しかったです。その中での川遊びは１番楽

です。いろいろなところをクイズで解きながら進む

接してくれたので、緊張もせず、楽しく、良かった

スタッフのみなさんも、前から友達だったように

かせて、プカーっと浮いたりしました。カウンセラー

来て行かせてよかったと

ご飯はモチモチしていて、おいしかったです。

帰ってきた時の楽しそう

思っています。

行く朝のドキドキの顔、

〈母より〉

小山小学校 ５年生

いしかったです。４日目

『３泊４日の富士山キャンプ』

『富士山キャンプ感想文』

円山小学校 ５年生

のリアルスンバはおもし

私が一番楽しかったのは、２日目です。

●土橋 咲那
『富士山キャンプ』

ろかったです。
そのあと、

２日目は、順番に封筒の中に入っている指令書を見

木田小学校 ６年生

おひさしぶりでーす。

バッチをもらったり、キ

て、書いてあるその場所へ行きました。

華奈

この前は、
むっちゃ楽しかったです。

ーホルダーをつくったり

いっぱい友達できたし、いっぱいし
ゃべったし、いっぱい遊んだし、サ
イコーなキャンプでした。終わって
から、ずーっともう１回行きたいな
ぁと思っていました。
キャンプの後、ママが車で迎えに
きてくれたとき、車に乗ってすぐに
楽しかったことをママに言いました。
そしたらママが「楽しかったんなら
よかったね」と言ってくれて、ます

☎0779（65）5739

福井県大野市篠座町5-8
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陣馬の滝。冷たくて気持ちいい！

平成23年12月１日

大堀育英財団だより
大堀育英財団
公益財団法人

くて、感動して、すごく楽しくて仕方ありませんで

くわくしました。もう、全ての１つ１つがおもしろ

１日が終わるときには、次の日のことを考え、わ

やっと富士山を見ることができて、とてもうれしか

の最終日、
朝起きるときれいな富士山が見えました。

にと願いながら眠りました。そして富士山キャンプ

場所を片付けたら、ウッドキーホル

その日も雨が降っていました。班の

ま雨は止まず、次の日になりました。

間雨が止むのを待ちました。そのま

ヒしてしまいそうでした。

十秒間くらいで、もうマ

すごく冷たかったです。

足をつっこんでみたら、

冷たかったけど、楽しか

ったです。

ダーを作って、バスに乗り、福井に

です。とても楽しかったので、家に帰ることが嫌に

１番心に残っていることは、富士山を見られたこと

来年は出られないと思うけど、また

同様、楽しいキャンプになりました。

雨が降ったりもしたけど、昨年と

帰りました。

なりました。スタッフの皆さんにとても感謝してい

機会があったら、ぜひ行きたいです。

来年も、富士山キャンプをしてほしいです。

ったです。ゼリービンズ

祭りも拾って食べたり、

さがすのに夢中になって

いたので冷たくても、冷

たくないように思ってき

ました。帰る時、雨がふ

ってきたのでカッパを着

はやく着いた気がしました。

ごく長い時間をかけて静岡に到着したはずなのに、

ムをしたりしている間に不安がなくなりました。す

達もできてきて、美しい景色を見たり、楽しいゲー

つ減っていきました。また、バスの中にいる間に友

ともおもしろいスタッフだったので、不安が少しず

するとぶりといもうとというスタッフがいて、２人

加した人や同じクラスの人もいました。知らない人

にたくさんの人が来ていました。その中に、昨年参

参加当日、集合時間前に集合場所に行くと、すで

出発する３日がとても待ち遠しくなりました。

かしく感じました。

ンプの色々な出来事を思い出しました。とてもなつ

ったけど、キャンプのしおりを読んで、昨年のキャ

で、参加するメンバーの顔ぶれや人数は分からなか

今年は昨年とちがって、事前説明会がなかったの

なかったので、今年こそ見たいと思ったからです。

楽しかったからと、昨年は富士山が少ししか見られ

ンプに参加しました。その理由は、昨年参加して、

ぼくは昨年に続き、今年も富士山キャ

『二回目の富士山キャンプ』

●宮本 雅斗

音が聞こえたりしたからです。ミルクがきてくれた

トで寝るのが初めてだったので、こわかったです。

なくなりました。帰りも楽しかったです。夜、テン

見ているうちに、だんだんなれてきたので、こわく

座も見た時グロかったのでこわかったです。だけど、

ま座が最初に出てきたのでこわかったです。さそり

リウムと聞いてほっとしました。おおぐま座やこぐ

た。きもだめしかと思ったほどです。でもプラネタ

た。
「夜集まってね」と言われたのでびっくりしまし

より歩く距離が長くなったので、とてもつかれまし

個も買えたので、うれしかったです。でも、みんな

キングは百円玉を拾ったことでアイスクリームを２

のは初めての経験だったので楽しかったです。ハイ

ていなかったし、一人で野菜やお肉を切ったりする

を見たりしたことです。理由は、家で手伝いしかし

作ったり、ハイキングに行ったり、プラネタリウム

楽しかったことは、自分たちでごはんを

た場所でポーズをとり、写真をとったりしました。

二日目は、ハイキングに出かけました。指定され

思い出に残った日は二日目と三日目です。

番の思い出になりました。

りました。なので富士山キャンプはこの夏休みで一

帰ってくると友達も出来たし、キャンプが好きにな

らない人もいたからです。でも富士山キャンプから

わくしていました。初めてのキャンプだったし、知

富士山キャンプに行く日、ぼくはわく

『思い出に残った富士山キャンプ』

●橋本

けど、おみやげが買えたのでよかったです。

にお土産を買いに行きました。停電になったりした

のでカッパもあまりぬれませんでした。最終日の日

たので、汗びっしょり。だけど時どきやんだりした

ました。歩いて帰ってき

なかった僕たちに、火のおこし方や屋根のはり方な

ばかりではなかったのでよかったです。

ので安心して眠れました。寝ぶくろの中が暑かった

夕食はなべで、
カレー味としょう油味を作りました。

富士山キャンプで一番

下庄小学校 ５年生

●南部 志歩

ます。

ンプは、忘れられない思い出の１つになりました。

こんなに楽しいことがたくさんあった富士山キャ

した。わたしは来年、中１なので、出来れば中１も
参加させてください！おねがいします。
本当に、わたしたち（福井県の子ども）をお招き

有終西小学校 ５年生

いただいて、ありがとうございました。
♡一生の宝物です♡

●高瀬 史
夏休みに、富士山キャンプがありまし
た。富士山キャンプの日の前日までは、
友達ができるかな、途中で家に帰りたくなったらど

どを、なみへいといもくんが優しく教えてくれまし

キャンプ３日目、朝ご飯を食べて、ハイキングに

ので半そで半ズボンで寝ましたが、朝起きると、汗

みんなで作ったなべはとてもおいしかったです。そ

年度◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

も陣馬の滝での水遊びは、とても冷たく、気持ちよ

出かけました。歩き始めて、キャンプ場をぬけると、

でベトベトでした。外は霧がかかっていて気持ちよ

の後、残りの火でマシュマロを焼いて食べました。

◦平成

かったです。その日の夕食は、陣馬の滝の水で炊い

富士山の山頂がはっきり見えました。その時はすご

かったです。

うしよう、などと緊張と不安でいっぱいでした。

たご飯がでました。とてもおいしかったです。３日

くうれしかったです。ハイキングでやることを全部

滝に行く時、広い森みたいな所を歩いていって、

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

さび園・枯れ沢というところを観光しました。中で

そして３日目。この日は、陣馬の滝・遠照寺・わ

た。

そしてむかえた１日目。最初だからなにも分から

4

バス中へ。そして、お母さんと別れ、バスが出発。

っている子は少なく、まったく不安が消えないまま

そして、ついに富士山キャンプの日。やっぱり知

目は、富士山の２合目まで登ってクイズやゲームを

して、帰る途中、すごい雨が降ってきました。そこ

やっと滝に着いた時、すずしかったです。水の中に

とても楽しかったです。

裕平

三日目は、バーベキューの前に大雨がふって、や

ふんわりしていておいしかった。

上庄小学校 ６年生

また来年も絶対に来ようと思いました。
３泊４日、

して、楽しく遊びました。１日目、２日目、３日目

から車でキャンプ場へもどって、テントの中で数時

4 4 4

は富士山が見えなかったので、明日は見えますよう

下庄小学校 ６年生

楽しい食事の時間

（6）
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今でも覚えています。バーベキューではみんなで楽

いるので、
トイレに行くのがすごく大変だったのを、

れるかどうか心配になりました。しかも雨がふって

バレー部の友達がみんな富士山キャン

『富士山キャンプに参加して』

●川端 大海
下庄小学校 ６年生

たのでよかったです。

も楽しかったです。また去年とはちがう友達もでき

た。それに、去年いたスタッフの人達もいて、とて

た。僕達の班は、次の用意をすませてから、遊んだ

られず、しばらくテントの中にいることになりまし

かは、特に激しく、雷もありました。なので、外へ出

朝霧は富士山の５合目と聞いていたけど、朝霧は富

のでとても楽しかったです。

たのがおもしろかったです。指令書もかわっていた

みんなと一緒に、いろいろな所へハイキングに行っ

また、カウンセラーやスタッフのみなさんは、と

は、他の班の写真を見て、おもしろがっていました。

の班のカウンセラーとやりとりしていました。僕達

をカウンセラーの人がケータイで写真をとって、他

り、ねたり、絵をかいたりしていました。その様子

プに行くと言ったので、
ぼくも行こうと思いました。

最後の日は、ぼくは「これでキャンプがおわる」
士山が見えるところだったので、予想とちがいまし

さっきも書いたように、ぼくは去年もこのキャン

ても親切で、いろんな事を教えてくれました。本当

ぼくが富士山キャンプでいちばん楽しかったのは、

しく食べることが出来ました。富士の宮焼きそばと

と思うとちょっとさみしかったです。今でもまた行
た。一日目はテントを張ったり火を初めて起こした

プに参加していたけれども、去年とは全然ちがって

一日目、朝霧まではとても遠かったです。ぼくは、

きたいと思います。それほどたのしかった富士山キ
りしました。火を起こすのにはそれなりの技術が必

ヨーグルトンはおいしかったです。

ャンプに、ぼくは参加できて本当に良かったと思い

きれいな、大きい「富士山」を、見ることはでき

に感謝しています。

それと、最終日前夜のバーベキューもとても楽し

ませんでしたが、班のみんなや、スタッフの人達と

いて楽しかったです。

くなりました。自分で起こした火でたいたご飯やカ

かったです。いつもとはちがう友達のとなりで、お

過ごした、富士山よりも大きな思い出ができました。

要で大変でした。でも火が大きくなるとてもうれし

また富士山キャンプに行けたら、行きたいです。
レーなどはとてもおいしく感じました。夜初めて寝

しゃべりしながら、おいしいお肉や、焼きそばを食

ます。

富士山キャンプは本当にいい思い出になりました。

袋で寝ました。ぼくは暑くて、途中で寝袋から出て、

来年も参加できたらいいなと思っています。

●五十川

藍

上庄小学校 ５年生

お世話になりました。ありがとうございました。

べる、というのが楽しかったです。ぼくは、中学校

上庄小学校 ６年生

どうか来年も行けるように願っています。

にいってもこのキャンプも行きたいなと思います。

布団にして寝たりもしました。

●寺西 宥太

二日目、ハイキングに行きました。目的はうなぎ

4

富士山キャンプで一番楽しかったのは、

の出したし令をクリアすることです。すごく大きな

4

バーベキューでした。雨がやまないとい

なめこがあるところまではとても遠くてつかれまし

4

うアクシデントもあったけれど、焼きそばやお肉が

『富士山キャンプ』
有終西小学校 ６年生

のも今回が初めてでした。行くときは、とても楽し

●高瀬 史

三日目は、陣馬の滝に行きました。滝の水はむち

楽しかった富士山キャンプが終わり、

みでした。全然知らない子もいたけど、すぐになじ

た。

少しいやだったです。また、富士山キャンプでぼく

ゃくちゃ冷たくてびっくりしました。滝の水はゼリ

僕はもとの生活にもどりました。それでも時々、
「楽

んで、仲良く、楽しくやれました。

おいしかったです。でも、最初に食べたニンニクは、

が、一番大変だと思ったことは、陣馬の滝の水がす

ービーンズをカチカチにしたのでそれもびっくりし

しかったなあ、富士山キャンプ」と、思ったりしま

私は、富士山を見るのも、朝霧に行く

っごく冷たかったので、なかなか泳ぐことができま
ました。

『富士山キャンプで』

せんでした。そのときに、雨もふってきて大変でし

三泊四日の富士山キャンプは、ふだんの生活では

か見つけられなかったけど、たくさん採れたのがう

ーンズ祭をしたことです。水をかけられて、なかな

私が一番楽しかったことは、滝に行ってゼリービ

なかなかできない、貴重な体験をさせて頂き、とて

れしかったです。それと、「なめこ」を買いに行った

す。

も感謝しています。班のみんなと協力して食事を作

ときも楽しかったです。牛のポーズをとったり、ピ

四日目、バスに乗って家に帰りました。キャンプ

ぼくはこのキャンプを通して、自分と違う学校の

ったり、いっしょに寝たり、ハイキングをしたりし

ラミッドを作ったりしました。牛は、とってもやせ

た。富士山キャンプで本当の富士山が見られてよか

た食べてみたいです。その他にもたくさんの思い出

人達と仲良くできたし、火を起こしたりすることも

た班活動もとても楽しかったです。

場で過ごした３日間はとっても楽しく短く感じまし

ができました。また、友達も増えました。他にも、

できるようになりました。ぼくはこの富士山キャン

特に僕は、二日目や三日目に行ったハイキングが

ったです。マシュマロをあたためて食べたのが、中

富士山キャンプに行ってよかったことがありました。

プに行って本当に良かったです。それからいつもは

すごく楽しかったです。行った場所はどの場所もき

た。

この３泊４日は、すぐ終わってしまいました。小学

電気のあるのがあたり前だと思っていたけれど、そ

れいでした。
「陣馬の滝」なんかは、水が透明でとて

がとろ～としていてすごーくおいしかったので、ま

校での思い出がこの富士山キャンプになりました。

れがありがたいことなんだとよく分かりました。

●斉藤 崚

たりもしたのですが、
お店の人はとてもやさしくて、

冷たかったです。ハイキングでは、おみやげを買っ

もきれいでした。それだけでなく、その水はすごく

と、ななめになっていたりしていました。私は、来

で、なんか、うれしかったです。でも、朝、起きる

した。これまで、そうやって寝る機会がなかったの

寝ぶくろで寝ると、イモ虫になったような気分で

上庄小学校 ６年生

『楽しかった富士山キャンプ』

年も、みんなと楽しくやりたいし、また、寝ぶくろ

でも寝たいです。

たくさんおまけしてくれました。

残念ながら、キャンプ中は雨が多く、三日目なん

ぼくは、この富士山キャンプは去年も

もしろかったです。

ているような牛になってしまったけど、それも、お

こんなに楽しい富士山キャンプは、中１ではないで
すが、もし行けるようになったら絶対に行きたいで
す。
来年は、ぼくの弟のひさとが行くのでよろしくお
願いします。

来ていて、まさか今年も行けるとは思いませんでし
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たいです。
それに、
いろんなところにも行っ

富士山が見られました。でも、もっと見

にみつかり、たくさん採れました。水の冷たさで足

すきとおった水にカラフルな色のビーンズはすぐ

もと星は好きだったので、朝霧でも星が見られてよ

ヨーグル豚（トン）のことや星のことです。もと

富士山キャンプで教えてもらったおどりを、私は

かったです。

三日目は朝霧原生林探検の予定だったけど、指令

今でもおどれます。家に帰って家族やいとこにも見

が気に入って、何回もおどってといわれました。い

の店の「もちや」に着いたら、すごい雨で停電にな

それからはテントで待機で、私はゆきちゃんと二

とこにはおどりを教えてあげました。だから、この

4 4 4

人きりでした。カウンセラーのわらびに教わったペ

達をいっぱい作って、キャンプで楽しくやりたいで

６年生なので、来年も楽しみたいです。そして、友

とてもきれいなキーホルダーができました。木で作

をけずるのは大変でしたが、ビーズを選んだりして、

ったなと思いました。木のキーホルダーなども、木

また一つ、いい思い出が増えたし、昨年とはちが

こんな悪天候だったけれど富士山も見られました。

たし、食べられてよかったです。

キューをしました。ヨーグルトンって何かも分かっ

富士山キャンプに行って楽しいことが

●高津 果琳

は生のキャベツ、なすそしてソーセージでした。

た来年も参加したいです。

ありがとうございました。
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恵子（看護師）

新成（会社役員）
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針ヶ谷雅子（大学兼任講師）
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春日井淳夫（明治大学教授）

８

楽しいことがいっぱいあった富士山キャンプにま

夏は何回もあのおどりをおどりました。

いました。

ットボトルおこしみたいな遊びなどをして楽しんで

せてあげました。みんな、
「ズンバ、ズンバ」の部分

首が痛くなったけど、やっぱり楽しかったです。

まりないので、とても長かったです。だけ
ど、すぐに、あっというまに終わってしま
いました。
私は、キャンプが体験できて良かったで
す。もっと楽しめたら、いいです。楽しい
時がとてもいっぱいあって、写真をみただ
けでも思い出します。みんなのおにぎりを

す。キャンプの時、雨がふってしまいましたが、そ

ったキーホルダーは、手でさわるとつるつるしてい

そのあと、少し雨がおさまり、最後の夜のバーベ

れも、良い経験をしたと思います。大雨の中、カッ

てぴかぴかでした。家にとてもきれいなお土産がで

下庄小学校 ５年生

う楽しさを味わえて良かったです。

パを着て歩くのも、けっこういいなと思いました。

きてすごくうれしかったです。来年もあったらぜっ

●広瀬 木都

三泊四日の体験は、なにをしてもおもしろかった

いっぱいありました。その中で一番楽しかったこと

『楽しかった富士山キャンプ』

です。
友だちを誘っていけたらいいなと思いました。

たくさんしてみたいです。

たいに行って、家でできないことや、楽しいことを

来年も、今年のように、富士山キャンプに行きた

小山小学校 ５年生

いです。来年は、晴れてほしいです。

●高津 胡桃
『家でできないことができたよ』

ないことがたくさんできました。たとえばごはんを

『去年とはちがう楽しさ』

他にも楽しかったことがいっぱいあります。生の

はバーベキューをしたことです。おいしいお肉や野

たくときは、家の人としかしたことはありませんで

三泊四日の富士山キャンプは去年も体

富士山を初めて見られたこと、川にいったこと、お

わたしは、富士山に行って、家ででき

した。火をおこすような時は、ほとんど家の人がや

験して、自分たちだけで料理を作ったり、指令書に

みやげを買ったことなど、いいだすと終わりのない

菜がいっぱい食べられました。特においしかったの

ってくれましたが、自分たちで火をおこすことがで

従ってハイキングしたりすることがとても楽しかっ

小山小学校 ６年生

きて、とても楽しかったです。

富士山キャンプで朝霧と大野のちがいもみつけら

ぐらいいっぱいあります。
一日目はほとんどバスの中で、クイズや自己紹介

れました。道の駅に行ったら、試食がいっぱいあっ

たので、今年も友達と誘い合って参加しました。

川になげて、とりに行ったことです。水はとても冷

をしていました。やっと静岡県に着いたときには、

富士山キャンプで一番楽しかったことは、あめを

たくて足がいたくなったけど、あめをたくさんひろ

す。

富士山キャンプでは学んだこともたくさんありま

ないけど、朝霧は人より牛の方が多い気がしました。

まだあります。大野には牛は山の上の方にしかい

せん。

たけど、大野のお店には試食なんてなかなかありま
出発してから８時間くらいたっていました。
班の場所作りでは力仕事が多く雨も降っていて大
変でした。だけどそのかまどで作った夕食のカレー
はとてもおいしく、おかわりもしました。
次の日は富士山の湧き水からできた陣馬の滝でゼ
リービーンズ祭りを全員でやりました。

－

にぎったことも思い出します。私は来年、

るくらいだったので車で帰りました。

てみたいと思いました。３泊もする時があ
いっぱい友達ができました

って食べてみたらとてもおいしかったです。また家
でできたらしたいなと思いました。
ごはんの時は、パンにクリームをたくさんのせて
食べました。おいしくて、みんなで食べてすぐにな
くなってしまいました。最後の日には、パン祭をし
て、みんなでお話ししながら食べました。来てよか

－ －
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