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事業報告会アンケート集計《設問１１》

設問１１
（その他、何かございましたらお書きください。）

とても暑い中、子ども達を温かく見守ってくださりどうもありがとうございます。子ども達はもちろん保護者
の私たちもとても貴重な経験をさせていがだきました。大変感謝しております。今後とも宜しくお願い致しま
す。

おの１００に参加することが出来て本当に良かったです。5日間親元を離れ仲間と過ごすという貴重な経験が
でき、子どもの成長につながったと思います。ボランティアの方々ありがとうございました。これからの子ど
もの成長に確実にプラスになるおの１００だと思います。今回はサポートをしてもらう立場でしたが、いつか
ボランティアをできるような人になってもらいたいです。

「おの１００」と共に夏が来て終わる年が4回目となりました。我が家では「１００ｋｍ歩けたんだから」が
頑張れコールになっています。何事も無理だと思われても頑張ればできる、「おの１００完歩できたんだか
ら」頑張れば何だってできると信じる力を毎年もらっています。ありがとうございます。

今年は去年に比べて暑くて途中で体調も崩してしんどかったようだが、その分得られる物もたくさんあったよ
うです。他のキャンプなどに比べて、本人の達成感が違うようです。また来年も参加出来れば参加させてやり
たいと思います。

今回参加させていただいてとても良い経験ができ嬉しく思います。頑張った！完歩した！という自信がついた
ようです。「来年も参加したい？」と聞いたら「どうしようかな～」と考えながらも、やはり「行ってみた
い」と話していました。ボランティアの大学生の方々、社会人の方、大変お世話になりありがとうございまし
た。感謝でいっぱいです。

おの100に参加することは、子ども自身が決めたことでしたが、前日には突然「体調が悪いから行きたくな
い」と普段は弱音を吐かない子がナーバスになっていましたが、班付きリーダーの方やセーフティーネットの
方々に励まされ、元気に完歩してくれたことを嬉しくもあり感謝の気持ちでいっぱいです。学生リーダーの
方々、スタッフの方々、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

体力はある方なので歩くことに対してはあまり心配はしていませんでしたが、周りのみんなと協力しながら5
日間過ごせるのか心配でした。帰ってからは楽しそうにおの１００の事を話していました。行かせて良かった
と思います。もう少し長ければもっと変化があったかな？と思いました。5日間、暑い中スタッフの方々には
大変お世話になりました。ありがとうございました。

完歩できたのは、子どもの頑張りもあったと思いますが、周りの皆さんのおかげで完歩できたのだと思いま
す。ありがとうございました。

子ども達はとても嬉しそうな顔でゴールしました。今日も来る車の中でおの１００の歌を口ずさんでいるのを
聞いて、すごく変化はないのかなと思ってたけど、確実に子どもの心の中には感動をもたらしたのだと思いま
した。ありがとうございました。これからは私たちの番です。頑張ります。

今回のおの１００を通じて親として子育てとして気付くことがありました。事前の説明会や息子が家に居な
かった時は色々考えました。今回は息子にとっては初めてのおの１００でしたが、次回も参加させたいと考え
ています。息子の心にある成長の種を増やしてあげたいと思っています。

親子共に貴重な体験が出来ました。せっかくの子どもの成長を親が潰してしまわないよう私も親として成長し
たいと思います。たくさんの方々に本当にお世話になりました。ありがとうございました。［おの１００」が
ずっと続いてほしいと思います。

上の子達が参加していた時と比較すると雰囲気が変わっていて、イベント的な感じが強くなっている気がしま
した。今、小学校の子ども達を見ていると、こういう事業に参加すると違ってくるのかなと思うけれど、主催
される側にはとても大変だと思いました。いろいろお世話になりました。良い経験になったと思います。あり
がとうございました。

今年も参加させていただきましてありがとうございました。今年は出発前に2週間発熱があり肺炎にもなり体
調をとても心配してしまいましたが、今年は我が子だけでなくみんな大変だったんだな…と子どもが帰って来
て子どもの会話から分かりました。5日間で我が子も色んなことを感じ成長したことと思います。今、思う事
は、我が子も学生スタッフのような人に成長してもらいないなと思っています。昨日、ＮＨＫのテレビで改め
て学生スタッフの2人に申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでいっぱいになりました。ありがとうございまし
た。

暑い中ありがとうございました。子ども達の事を色々とサポートしていただきありがとうございます。たくま
しくなった姿を楽しんでいます。今まで見たことの無い面をおの１００から帰って見ることができました。こ
んな子どもなったかな？！と思うくらい心が成長した所がありました。親も成長しなくてはと思っています。

来年も楽しみにしています。ありがとうございました。

すっごく変わったという変化はなかったのですが、上に書いたような小さな変化があったので良かったので
は？と尾も増す。また来年も本人が参加したいと言った時には参加させてやりたいと思います。
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今年は荷造りを本人に任せていたら忘れ物が…。雨がふらないように！！と帰って来るまで祈ってました。忘
れ物を三成小学校まで届けようか…とも思いましたが、困ることも本人が何かに気付くきっかけになればと不
安な気持ちを押さえ込みました。でも、初日に書いた子どもからのハガキを見て「大丈夫！！」と確信が持て
ました。親が思うよりもしっかりしているのが子どもなのかもしれませんね。１００ｋｍに参加させていただ
く度に「親の方がしっかりしなくちゃ」と思わされます。

おの１００に参加する前にすごく不安があったので大丈夫かと心配ですが、1日目のハガキに楽しいと書いて
あったのですごく安心することができました。言葉ではなかなか表せないこともハガキだと素直な気持ちを書
くことが出来たようでとても嬉しかったです。それから、学生ボランティアの方々、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました！

まず、参加者１０１人の中に選んでくださり感謝いたします。すばらしい体験をさせて頂ました。人と関わる
ことの難しさ、楽しさ、1つの事を成し遂げる事の素晴らしさを身も持って感じた事でしょう。この体験は一
生の宝物です。生きていく上できっと心強い支えとなります。「おの１００」の関係者全ての皆様、本当にあ
りがとうございました。お体を大切にこれらかの人生を生きてください。息子共々、家族皆で一日一日を大切
にしていきたいと思います。本当にありがとうございました。

暑い中本当にありがとうございました。この夏、またひと回り親も子も成長できました。

多くの方に支えて頂き、１００人の子ども達が全員完歩できたことを心より感謝いたします。子どもには日々
の生活の中で小さなことにも”感謝”する気持ちを大切にしてもらいたいと思います。本当にありがとうござ
いました。

子どもはしんどいことと同じ位に、支えてくださったスタッフやリーダー、班の仲間の優しい思いを感じとっ
て帰ってきました。この思いをこれからいろんな人と接して行くときに生かしてくれると思います。また、親
の立場として、課題を持って参加している１００人もの子ども達を支えていただいたこと心から感謝いたしま
す。

１００ｋｍという長い長い道のりを、仲間と一緒に歩いたこと、学生ボランティアの人々に支えられたこと、
この経験がきっと人生のどこかで役に立ってくれるだろうと思います。長い研修からいろいろな裏方全てを全
力で頑張ってくれた学生ボランティアの方、本当にありがとうございました。

暑い中、団長さんをはじめ、ボランティアスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

１００キロの旅が始まる前からボランティアの方々がココロで研修をされている姿、暑い中コースを回られる
姿を何度も見かけました。本当にお疲れ様でした。5日間、子ども達を見守ってくださりありがとうございま
した。

感想文は子どもに任せっきりで、今日初めて読みました。誤字はあるものの、あれだけの文章が書けていると
は思わずびっくりしました。本人が行きたいと思えば新しい経験をするために参加できればと思います。

班で一緒になった他校のお友達とも手紙のやり取りをして仲良くしている様子です。友だちが増えてよても良
かったと思っています。来年も参加したいと言っているので是非、参加して欲しいと思います。団長さん、学
生ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。安心して子どもを預けることができました。

全てが完璧になった！というわけではありませんが、何か「自分でできる」という意思が見えてきた事が多く
なりました。1つ、また1つと克服している事を強く感じます。まだまだ子どもらしいわがままや兄弟喧嘩が
ありますが、確実に「一歩」大人になって帰って来てくれたと実感しています。サポートしてくださった皆様
には、本当に感謝の気持ちが絶えません。ありがとうございました。

もともとしっかりしているので特に変化らしいことは感じられませんが、友だちがたくさん出来たようで子ど
もにとってはとにかく楽しい出会いの場だったようです。生口島の子や浦崎の子どもさんとは明日のフットの
試合も第一試合に当たっていて、とても楽しみにしています。何よりもかけがえの無い出会いが一番の喜びで
すね。ありがとうございました。来年はボラ研として参加してくれることを願っています。

嬉しいことがありました。昨日、私の仕事に一緒に連れて行った時、初めて会った人に１００徒歩の事を聞か
れ「姉や兄が参加していたので、次は自分の番だと思って頑張った」と答えていました。聞いた方が後でそっ
と私に教えてくれました。私にはそこまでの覚悟はなかなか言えず、甘えたことばかり言っていたので。親か
ら離れた時は、親が思っているほど弱く無いととても感じました。今回も大変お世話になりました。毎回親で
ある私たちも新たな気付きがあります。本当にありがとうございました。

学生ボランティアの皆さん、おの１００全てに関わってくださった皆様に感謝しています。ただ一つ、リー
ダー、サブリーダーと5日間一緒に歩けなかったのが残念でした。来年もまたおの１００があるとしたら、自
分の健康管理に十分留意して欲しいと思います。子どもを安心して預けるためにも。
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団長、学生ボランティア、社会人ボランティアおよび関係者の皆様には猛暑の中参加した子ども達以上に肉体
的、精神的にも負荷の大きな１００ｋｍだったと思います。子ども達を導き大変感謝しています。

帰ってきてすぐ「来年も行くね」と言いました。昨年は帰って来た時に「来年も行く」という言葉は無かった
ので、年々いろんな事を体験し良い経験ができているのだと思います。皆様、どうもありがとうございまし
た。感謝しております。

5日間いろいろお世話になりました。体があまり丈夫ではない子どもでしたので、5日間心配しましたが無事
に帰ってきてくれたのもスタッフ皆さんのおかげだと思います。親ではなかなか体験させてやれないことを体
験させていただいてありがとうございました。

暑い中本当にお世話になりました。この経験で子どもも親も成長していけたかと思います。まだまだ息子のこ
とを長い目で見て、班付きリーダーさんや他のリーダーさんにも息子の笑顔に救われたと言ってもらいとても
嬉しく思いました。本人は「中学校でも参加したい」と言っていました。是非、こんな素敵な活動を続けてく
ださい。

送り出す当日、こんなにも子離れしていなかった自分に気付き、淋しくて不安で涙が出そうになりました。今
回が子離れの本当の意味での子離れ第一歩になったと思います。出来れば、5年生、6年生にも参加をさせて
３００ｋｍ完歩してもらい、大きく成長していって欲しいと思います。後、感謝する気持ちをいつも心に持っ
て行動していけるよう、おの１００参加を活かしていきたいです。ありがとうございました。

３回目の参加をするか！どうか？と思っていた時、同級生が誰も参加していないと知り「やっぱり私もやめよ
うかな」と言っていましたが、「人は人。自分は自分。自分だけでも自信を持って１００ｋｍ（３００ｋｍ）
完歩がんばれ」と少し背中を押してやると「２日目のリベンジをかけて頑張る！」と参加を決めました。ゴー
ルしてみると本人にとって「やって良かった」。自分のものになっていたので、これから先もおの１００で学
んだ事を大切にしてくれると思います。ありがとうございました。

学生ボランティアの方々に本当に感謝しています。ありがとうございました。１００キロ徒歩の旅の企画のお
がけで、親も子も成長出来たのだと思います。末永くこの事業が続くことを願っています。

スタッフの方々の研修風景を見せて頂いたことがとても良かったです。おの１００の実現にとても多くの、大
きな力が動いていることに改めて感謝します。ありがとうございました。また、親も子どもへの対応を考える
時間となりました。今後もこの事業が続いていくことを願っています。私も何か出来ることがあれば、力にな
れればと思っています。何よりも、親も考える時間があることが素晴らしいです。

本当にありがとうございました。子ども自身、辛さを体験出来たことが大きな自信につながりました。

まだまだ頼りないと思っておりましたが、今日、改めてビデオを見て良く頑張ったなぁと感心しました。これ
からは息子を信頼し、色々なことを任せてみようと思います。子どもに追い越されないよう、親の方も頑張っ
ていかなければとパワーを頂きました。ありがとうございました。

今年は息子の宣誓から始まって私の挨拶まで…。本当に勉強になったおの１００でした。貴重な経験ありがと
うございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。
息子が頑張ったのだからお母さんも頑張ると自ら挨拶を引き受けました。お母さんもステージで話をするのは
生まれて初めての体験で、子どもと同様に頑張りました。とても思い出に残る夏になりました。

研修期間も含め、長い間子ども達のために有難うございました。色々な支えがあって完歩でき、楽しく帰って
来れてとても嬉しく思っております。おの１００で身に付いた感謝の気持ちを日頃にも持ち続けて欲しいと
思っております。この様な機会を作って下さった、柿本団長さん本当にありがとうございました。
（ゴールの日の解団式の終了時間が予定とかなり違っていたので、次回は４：３０分頃に訂正してくださ
い。）

心配していた腹痛もほとんど（１度だけ）無く、本人がとても楽しんで１００ｋｍ完歩も思っていたよりしん
どくなかったと笑顔で帰って来ました。班の中で新しい友だちも初日からでき、楽しい５日間だったようで
す。子ども達を支えていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。本人も、来年２００ｋｍを目指したいと言っ
ています。１度の経験ではまだまだ見えていない（吸収しきれない）部分も感じるので、来年も体験できたら
嬉しいです。

今回の１００ｋｍ徒歩の旅に参加させていただきました事を家族皆で嬉しく思っています。団長さん、ボラン
ティアの皆さん、関わって下さった全ての皆様に心から感謝します。また来年も参加したいという息子の声が
聞ける事を期待しています。
１１９２さん、バタ子さん、心のこもったハガキやミサンガをありがとうございました。
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娘は引っ込み思案で、千光寺公園をスタートする時のハイタッチでは、複雑な表情に手を握り締めて見送りま
した。少し心配ではありましたが、連絡が何もないのは上手くやっているということと信じていました。ゴー
ルの時の清々しい笑顔、解団式での最後の元気のいいチックサックコールを見て、やっぱり参加させて良かっ
たと思いました。何も臆することなくチャレンジして欲しいと思っています。応募から始まったおの１００の
夏。報告会を持って「完」は淋しい限りです。これからも続けてください。応援します。ありがとうございま
した。

今回で２回目の参加でした。前回よりも班のみんなとすぐに仲良くなれたようで、届いたハガキからも大変さ
よりも楽しんでいる様子が伺えました。自分から友だちを作ることが苦手だった娘でしたが、ゴールの日、班
のサブリーダーさんから「すごく良い子でみんなを笑わせてくれて盛り上げてくれましたよ」と言っていただ
き、」とても嬉しかったです。娘が心を開いて皆と仲良くなれ、楽しく過ごせたのも周りで支えて下さった学
生リーダーさんのお陰です。心から感謝しています。ありがとうございました。関わった全ての皆様に感謝し
ています。おの１００がずっとずっと続きますように。

周りの様子や親の顔色を伺う子でしたが、ボソボソとですが「私はこうしたい」という意思を伝えるように
なった。これはちょっとびっくりしたことだし、大事にしたいと思った。

出発の日が学校の登校日と重なるので、応募の時点で息子に話をしたところ「それでも行く！」と言い応募し
ていました。担任の先生も気持ち良く送り出してくださり、参加させ良かったです。ゴール後、リーダーさん
が子ども達に話す際、子どもの目線にしゃがんで話しかけてくださっていました。５日間このような姿勢で接
して下さったのだと分かり、感謝しています。ありがとうございました。

お世話になりありがとうございました。

今回は初めての参加であまり変化が無かったので、これは次回も参加させないと！と思っています。１年に１
回「頑張った」と思える機会を持って欲しいと思います。例年よりやんちゃな子が多かったと聞きました。だ
から変化が無かったのかなぁ？せっかく参加したんだから、もっと怒られてきたら良かったのに…と思ったり
もしました。１００ｋｍ歩くなかで、もう少し感謝と規律を教わって欲しかったです。（表現出来てないだけ
かもしれませんが）来年も再来年も参加させてやってください！そうすれば変化が目に見えるかも…。

帰宅後の変化はほとんど感じられなかったのですが、ビデオやＴＶの放送での様子を見て、親が思ってた以上
に楽しんでいたようなのでホッとしました。暑い中、スタッフの皆様のお陰で完歩することができ感謝してい
ます。ありがとうございました。

素晴らしい体験をさせてもらう機会を与えて下さったことに感謝しています。これからも子どもに常に目を向
けて一緒に育っていきたいと思います。

親子共々、とても貴重な5日間を過ごしました。ありがとうございました。

おの１００の5日間のうち２日ほど38度台の熱が出ていたようですが、色んな人に助けてもらい、励ましても
らい１００ｋｍ完歩できました。本人もあきらめず良く完歩したと思います。とても感謝しています。ありが
とうございました。

昨年のおの１００参加後に野球部に入りました。今回参加するにあたって、野球の練習を何日も休まなければ
ならず、本人もとても悩んでいました。来年は6年生。野球を休むのはどうかな…３回目の参加は無いかなと
思っていたら、完歩後に「来年も１００ｋｍ歩きます！」と元気よく宣言していました。今年は本当に暑く辛
かったと思うのに、うちの子はてても楽しかったようです。来年、もし参加できましたら是非是非よろしくお
願いいたします。ちょっと残念だったのが、学生ボランティアさんが何人もリタイアしかけていたのが残念で
した。

大変良い事業だと思う。子どもには人生を通して活かせる宝になったと思う。

暑い中ありがとうございました。ボランティアの人々の「してあげる」姿勢でなく「一緒に頑張った」「私た
ちも成長した」という感想を読んで、おの１００の偉大さを思いました。

「歩けない、遅れる」と言って出発した朝、親もそうだろうと思いながら「頑張って」と送りだしました。
帰って来た時は、心配が嘘のように笑顔で自信に満ちた顔を見せてくれました。皆さんの助けをいただき達成
感を味わい、成長できたのだと思います。ありがとうございました。

人の中で人と関わりながら1つの事をやり遂げる経験をさせていただいたことに感謝しています。自分からは
話せなかったようですが、それでもいいんです。この経験を心のひだの一部としてしっかり育んでほしいと
思っています。ありがとうございました。

例年より厳しい暑さの中、準備段階より大変お疲れ様でした。学生ボランティアの方々のこれからのご活躍を
お祈り申し上げます。３年間お世話になりありがとうございました。
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（その他、何かございましたらお書きください。）

４年生から「おの１００」に参加させていただき、子どもの成長を見ることができました。ありがとうござい
ました。おの１００は心の成長が出来る旅だと思いました。親も子も「生きる力」を学びました。そして、
「我慢する力」「自立の力」を学びました。3年間ありがとうございました。スタッフの皆様、お世話になり
ました。幸せな時間をありがとう！！

昨年と違い、楽しいと言う事を子どもから聞いたので、心がとても楽でした。昨年は私が不安で１日目の夜に
泣いてしまいましたが、今年は今頃レクの時間だなとか、ご飯中だなと思う事ができ大きい心でいることがで
きました。思った通り楽しかったと言って帰って来ました。本当にいろいろあったと思いますがありがとうご
ざいました。来年も絶対参加したいと言う言葉が聞けました。ありがとうございます。

団長さんをはじめ、学生ボランティアの方々など、子どもの成長のために色々ご尽力してくださったこと大変
感謝しております。１００ｋｍ歩いたことは本人の自信になっただけでなく親や周りの大人にも改めて元気
を、やる気を、へこたれない心を呼び覚ましてもらいました。1年間（次回おの１００まで）この気持ちを持
ち続け力にしていきたいと思います。

本事業に関わっていただいた全てに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

来年も参加してさらなる忍耐力をつけさせたいと思います。どうもありがとうございました。

わがまま娘でご迷惑をお掛けしたことと思います。ありがとうございました。
一つだけ、今後の課題にしていただきたいと思います。娘は参加中に転んで怪我をしました。3日目のこと
だったようです。（消毒して欲しかったと本人は言っていました。でも、行ける感じではなかったと。）４・
５日目とも怪我の様子を救護の人が聞いてくれなかった様子です。また、消毒も、怪我をした直後のみだった
ようです。今は完治しましたが、化膿し、膝ということもあって大変でした。今ではケロイドみたいになり、
おの１００の勲章になりました。ひと言でもまた、消毒もしていただけたら、親としてとても嬉しかったで
す。
4日目に子どもが書いた手紙の消印が帰った日の夕方になっていました。とても残念に思いました。
ゴール後の解散しても良いのか、いけないのかハッキリして欲しかった。初めての参加なのでどうしてよいの
か分からなかった。最後も班で集まり「さよなら」するなども。
子どもの頑張りのＶＴＲを見て感動しました。ありがとうございました。

2年続けて参加して、来年からボランティアとして参加したいと言っていました。辛いことが多かった中、学
んだことは多いようで大変本人のためになったと思います。皆さん、大変だったと思いますがご苦労さまでし
た。ありがとうございました。

3年間、団長さんやボランティアの方を含め色んな方々にお世話になりありがとうございました。今年で最後
の参加となってしまいますが、来年は出来ればボラ研で参加したいと、今のところ本人は言っていますが、来
年の募集時にもう一度本人の気持ちを確認して参加したいようであれば申込みをしたいと思っています。

同封の活動報告書（青色の冊子）には、イラスト等がたくさんあって面白かった。遊び心が満載で後で（数年
後？）見なおした時でも楽しく見れると思う。日記風にまとめているのが読みやすくて良かった。

驚いたことに、来年はボランティア研修生として関わりたいと息子が言いました。良い経験が出来たのだなと
思いました。ありがとうございます。親も負けずに頑張ります！感謝感謝です。

今年は例年以上に本当に暑い夏で、熱中症などが心配な5日間でした。でも、帰宅して聞いてみると、お水を
飲み、塩をなめ、水掛けをしてもらって当たり前の有難さを十分に感じながら元気に過ごせた事を話してくれ
ました。帰宅後、3日間くらいは100人で寝たり、歩いたりしたのに急に1人に戻ったから淋しいと言って食
欲減退、気力低下しましたが…。また来年行きたい！と元気になりました。家でも時々は話をして思い出しな
がら暮らしたいと思います。どうもありがとうございました。

5日間ありがとうございました。

5日間で素晴らしい体験が出来たようです。小学生最後の夏、クラブ活動も主力で頑張らないといけない時期
なのに、投げやりで中途半端な姿勢に親としてイライラして見ていた1学期。この体験が2学期以降どう変
わっていくのか楽しみです。家庭内での親子の関係の中では、少し変化を感じます。姉、妹への接し方も多少
は良くなったような。妹がお兄ちゃんの話を聞いて「来年は行くんだ！」と心に決めているようです。是非、
この活動を続けて欲しいし、協力出来ることがあれば積極的にさせていただきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

猛暑の中5日間ありがとうございました。おの１００でいろいろな経験、辛かったことは自分の中に秘めてい
るようですが、その思いを乗り越えた事、多くの人々、多くの事への感謝の気持ちはいつまでも忘れず何事に
もチャレンジしていってほしいと思います。親子共々、良い思い出で終わらす事のないように日々成長してい
けるように頑張って行きたいです。本当にありがとうございました。
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設問１１
（その他、何かございましたらお書きください。）

１００ｋｍ歩いた5日間はとても暑く大変だったと思います。ボランティアの皆様、学生リーダーの方々に感
謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。来年も参加すると言っていますのでよろしくお願い致
します。（弟も一緒に。）
ひとつ残念だった事が…。最後にゴールする時、自分の子がゴールすると日陰で休んだりしていた親がいたの
で、皆（ボランティアの方など）がゴールするまで出迎えてあげらたいいのにと思いました。

今年は2年目だったので本人もとても楽しんで２００ｋｍ完歩したようです。いろいろありがとうございまし
た。夏休みの良き思い出が出来ました。

親として出来ることは何か？もっと一緒に感動して、もっと一緒に体験できる、そんなことを今後考えていか
ないといけない。子どもの今、体験して感謝すること。これは大人になる準備段階の今だから得られる物があ
るのだと思います。もっともっと気持ち、心を動かしてあげたい。

ＮＨＫの方にも大変お世話になりました。リーダーやサブリーダーの方も準備の段階から今日まで大変だった
と思います。後で”良い経験をした”と話せることが出来るでしょう。「私も若かったら…。」と少し思いま
した。

色々とお世話になりました。年々、成長している息子がとても楽しみです。

今年の夏は、ことさら気温が高くサポートが大変だったと思います。ですが、娘は思いの外に元気な様子で
帰って来て、拍子抜けするほどでした。親が思っているよりたくましいものです。学生ボランティアの姿が子
ども達の10年後のモデル像になったいると思います。

団長、学生ボランティアの皆さん、本当にありがとうございました。子ども達が１００ｋｍ完歩できたのもあ
なた方のお陰です。

親子共に、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。

団長を始め、スタッフ、ボランティアの学生さんに大変感謝しています。日頃、体験できない生活の中で子ど
もなりに学んだ事も多かったと思います。

スタッフの皆さんのご尽力に感謝申し上げます。ありがとうございました。


