
第７回おのみち１００km徒歩の旅

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。）

とても良い経験ができたと心から思います。
来年もチャレンジすると宣言している我が子を見てとても頼もしく感じます。こういったチャンスを与えてく
ださったすべての関係者の方々に感謝いたします。ありがとうございました。

何事にも自分から進んで「僕がやろう！」ということの無い息子ですが、３回参加して、リーダー、サブリー
ダーの励まし「またおいで」という気持ちに応えようとしているのを見て嬉しくなりました。何かをやり遂げ
る自信をつけ、誰かがしてくれていることに気付き、誰かのために何かをしたいと思っている息子は来年も参
加したい様です。今度はサポートする側でエンジンのかかるのが遅い子でボーっとして見えますが心はしっか
り成長しているようです。

一番驚いたのは学生ボランティアの人数でした。長い研修期間があるにも関わらず、多くの人たちが参加して
くれていて、それに考え方に驚きました。子ども達のことを真剣に考えてくれたいるのがとても強く伝わり安
心して預けることができました。ありがとうございました。自分の子どもの頃にあればととてもうらやましく
思いました。子どもが参加したいと言う限り参加させてあげたいと思います。

本番５日間もですが、長い間どうもありがとうございました。
マイペースで自分一番の我が子が、お友達と協力して１００ｋｍ歩けるのだろうか…と不安でしたが、本番や
今日のボランティアの学生さんを見ていると上手にまとめて完歩させてくれたのだなと感謝しています。皆さ
んとても素敵でした。ありがとうございました。

大変貴重な体験をさせていただきありがとうございました。友達との今日の再会をとても楽しみにしていまし
た。映像を見ながら沸く歓声に楽しかった日々を想像できます。ありがとうございました。
たくさんの縁の下の力持ちの方々ありがとうございました。子どもの縁の下の力持ちになりたいと思います。

第七回を無事完歩させていただき、団長をはじめ、すべてのスタッフの方に感謝しています。本当にありがと
うございました。

おの１００は子どもにとっても親にとっても成長させていただきました。親離れ、子離れというと子離れが出
来て無かったですね。今回良く分かりました。子どもを信じてみようと思います。

毎年毎年ありがとうございます。そんなに変わることはないだろうと思っていたのですが、兄も今回の弟も毎
年毎年少しずつ変化していることにビックリです。子どもの心には大きく大きく影響しているのですね。本当
にありがとうございます。親としてどう成長していくべきかも少しずつ学んでいます。これからもよろしくお
願いします。
学生さんの挨拶には毎回泣けてます。本当にお疲れ様でした。ありがとう。

　
柿本団長が小学生の参加者だけでなく、多くの大学生等のボランティアの皆さんを成長させたいという思いを
確実に実行されていることに感動いたします。この事業の企画、実施、報告どれも良く練られていて、尾道の
自慢です。ありがとうございました。

暑中見舞いなど、アフターケアもありがとうございました。
いろいろな人に出会えたことに感謝いたします。

おの１００に参加して、１００ｋｍ完歩は子どもの自信と良い思い出となりました。１００ｋｍ完歩は決して
一人ではできません。柿本団長、リーダーの皆さん、地域の皆さんの温かい思いやりと支えのお陰だと思いま
す。本当にありがとうございました。
素敵なＤＶＤ制作をありがとうございます。子どもの頑張っている姿、楽しい姿を見ることが出来ました。親
が心配する以上に子どもは強いですね。

　

沢山の方々に支えられて我が子も無事おの１００を終えることが出来ました。どう考えても９班、大変だった
と思います。リーダー、サブリーダー、本当にありがとうございました。心から感謝しています。（個性派揃
いの９班をまとめるのは本当に大変で悩んだことと思います…。）５日間離れて子どもと生活をし、ゴールし
た時のあの笑顔、とても良い顔をしていました。親として、とても嬉しい瞬間でした。本当にありがとうござ
いました。「また来年も絶対おの１００に行く」と言う息子を、来年も応援してあげたいと思いました。
学生さんの目線で記録し

色々お世話になりありがとうございました。
今日は学校行事（水軍祭り参加）で、残ることが出来ず、すみませんでした。来年もよろしくお願いします。
（本人は参加したいらしいです。）

もっと泣きながら帰ってくるかと思っていましたが、「とても楽しかった。来年も行きたい」と言ったので
ビックリです。リーダーや１班のみんなのお陰です。親が思っているより順応力があるのかもしれません。あ
りがとうございました。

沢山の素晴らしいボランティアの学生さんに囲まれ、そして、沢山の友だちができ本当に良い経験をし成長す
ることが出来たと思います。弟も来年参加したいと意欲を持っています。これからもこの事業が続けられるこ
とを願っています。



第７回おのみち１００km徒歩の旅

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。）

５日間本当にお世話になりました。徐々にではありますが、子どもの行動の中に「たくましさ」が感じられる
ようになってきています。子どもにとって一生の記憶、また経験として大切に心の中に残っていくと思いま
す。ありがとうございました。

この旅では大変お世話になりました。この５日間の旅の準備もとても大変だったことと思いますが、子どもは
「苦しい」「楽しい」たくさんの思い出を胸に夏休みを終えることが出来ました。団長様はじめ、学生ボラン
ティアの方々に心よりのお礼を申し上げます。息子は今年で終わりですが、何か別の形で来年も何かに挑戦し
てくれたら…と思っています。親子共々素晴らしい思い出をありがとうございました。

１００ｋｍの皆の列を一目見たい気持ちを一生懸命我慢した５日間でした。記録映像を見せて頂きありがとう
ございました。
上の子たちと比べて（３回、４回参加）、ゴールの時の顔が元気だったのが印象的でした。おの１００に参加
させていただかなかったら会えなかった仲間達、支えてくださったボランティアの学生さん、本当にありがと
うございました。
母も子と一緒に成長していきたいと思います。

５日間で１００ｋｍ歩くなんて、自分の子どもにできるのかと日頃の生活態度を見ながら思っていましたが、
ちゃんと完歩して、次の日から普段通り友達と遊んで、子どもの強さを実感しております。甘えん坊の性格は
そのまんまなんですが、とても良い経験になったと思います。団長をはじめ、学生ボランティアの皆さん、あ
りがとうございました。特に学生ボランティアのお兄さん、お姉さん、あなた方のような行動力のある人間に
育てていきたいと思います。ありがとう。

帰ってくるなり大泣きをして、なぜ泣いているのかと聞いたら『もっと旅を続けたかった』とのことでした。
言葉にするのはとても苦手な子なので上手く表現出来なかったようです。一緒に旅をした仲間との別れはとて
も辛かったようで、当分しょげていました。でも、また来年も参加したいという感想を聞いて参加して良かっ
たと思いました。

おの１００に参加できたこと、出会いに感謝いたします。
ありがとうございました。

ハッキリと口には出していませんが、来年は中学生のボラ研に参加してほしいです（親の願いです）。
団長、皆様、４年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。これからもおの１００がずっ～～
と永遠に続くことを願っています。

今回で６年生の息子はおの１００卒業ですが、将来学生リーダーになりたい。親として素晴らしいリーダー養
成に取り組んでもらいたいと思います。その時はよろしくお願いします。
柿本団長、学生ボランティアの方、本当にお世話になりありがとうございました。

昨年、母親である私が病気をしたため、子どもが体調を崩してしまい、学校も休みがちでとても心配していま
した。そのため、今回のおの１００は無理だろうと思っていました。しかし、本人の強い希望と主催者の理解
により参加できました。完歩できましたのは本人の頑張りと多くのスタッフの支え励ましのお陰です。奇跡を
起こしていただき本人の自信になったと思います。心よりありがとうございました。

愛情と情熱を持って子ども達を支えていただき、すべての方に感謝します。ありがとうございました。

辛いことや我慢すること、戸惑うこともあったと思うのに、本当に「楽しかった」と嬉しそうに話してくれる
ほど、子ども自身大きな勉強が出来たと感謝の気持ちでいっぱいです。５日間のために、参加するすべての子
どものために、何度も何度も話し合いを重ねてきた大勢の学生ボランティアの方に感謝の気持ちでいっぱいで
す。本当にありがとうございます。

班のみんなと仲良くなれて嬉しかったみたいです。
久し振りに会っても楽しそうに接している姿を見ると、行かせて良かったと思いました。

見えないところでの支えがきっと多くあったのだろうと思います。体験不足の子ども達。ついつい家族単位で
楽に生活をしている我が家の現状。この事業を開催するには相当の努力と手間がかかっているのだろうと思う
と頭が下がります。本当にありがとうございます。
大人も実践していくことの大切さを痛感しています。頭で分かっているだけでは…。自分自身も諦めず頑張り
たいです。ありがとうございました。

おの１００に参加をして１００ｋｍ歩いた達成感が心の中に残っていて、少し自分に自信がついたようです。
「来年も参加したい」と言っていました。そして、ボランティアにも参加したいとも言っていました。この言
葉を聞いて私は何かしら子どもに自信がついたんだと感じることが出来ました。本当にありがとうございまし
た。



第７回おのみち１００km徒歩の旅

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。）

いつも身の回りの片付けが出来ないので「どうなるかな？」と思っていましたが、忘れ物なく帰ってこれたこ
とは子どもにとって大きな目標達成でした。
また、１００ｋｍを完歩できたことは多くの方々の今までの努力があったこと、本当にありがとうございまし
た。
是非、来年も今度は妹と一緒に参加させたいと思います。

おの１００に参加して、子どもが自信を持って意見するようになったと思います。
一番心配していたおねしょですが、１回あり、皆に分からないように洗濯していただきありがとうございまし
た。お世話になりました。

今回のおの１００、本当に大変だったと思います。
悪天候の中、予定通りに決行されるには余程の勇気がいった事でしょう。今回も完歩させていただけたことに
感謝します。
団長さんをはじめ、学生リーダーの方々、本当にありがとうございます。この５日間の旅は息子の心にしっか
りと刻まれ、息子を成長させてくれました。素晴らしい感動をありがとうございました。

５日間本当にありがとうございました。一生の思い出、宝になったようです。

学生ボランティアさん、凄いです。
近い将来自分の子がこんな学生になってほしいと思うような人達ばかりで、とても嬉しかったです。我が子の
いいところをたくさん探してくれたありがとう。

子どもは親が思ってた以上に成長していたんだなと感じました。５日間心配ばかりしていましたが、子どもは
とても楽しかったようです。正直、子どもが歩いている姿を見たかった気がします。
学生ボランティアの方々には本当にお世話になりました。若いのに素晴らしいですね。

いろいろとありがとうございました。
皆さまの力でおの１００成功したと思います。

これからも頑張ってください。

おのみち１００ｋｍはボランティアの方の力で成り立っていると実感しました。子どもは辛い、しんどい思い
出より楽しかったことの方がはるかに大きいようです。それは学生の皆様の準備、励ましのお陰に違いありま
せん。終わってみればたった４泊ですが、子どもにとってかけがえのない思い出になってほしいなぁと期待し
ます。

帰宅後、２週間少々の今の時点では感動や楽しかった思い出がくっきり残っています。色褪せないように時々
思い出して話したいと思います。来年も参加すればいいなと思いますが、本人と相談して、抽選に当たれ
ば！！また宜しくお願いします。お世話になりました。

あまり積極的な子どもではないけれど、コツコツとやることが出来る子どもなので、「班長として頑張ってた
よ！」と聞いて良かったと思いました。
色々な子ども達が居る中、まとめるのは大変だったと思います。ボランティアスタッフの皆さんのお陰で１０
０ｋｍ完歩出来ました。ありがとうございます。

柿本団長、ボランティアの学生の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。
皆様のお陰で子どもの成長を実感することが出来ました。本当にありがとうございました。皆様方のご活躍を
お祈りしています。

帰宅する車の中で『おの１００楽しかった！』と子どもが笑顔で言ったので参加させてもらって良かったと思
いました。
思った以上に子どもがたくましくなっているのに驚きました。
５日間ありがとうございました。

解団式後、帰る途中「来年は絶対ボラ研で行くけぇ！」と言っていました。これだけの影響を与えていただい
て感謝しています。３回参加してとてもしんどかったはずなのに、自らまた行きたい、しかもボランティアと
して参加したいとの思いを持ってくれて本当に嬉しいです。こんなにも成長させてくれたおの１００に本当に
感謝いたします。
掲示してある写真の位置が高過ぎて背が低いため見えにくかったです。
学生ボランティアを卒業して社会人ボランティアとして参加している方達がとてもたくましくなられて、頼も
しく思いました。

大変お世話になり感謝しております。本当にありがとうございました。次回参加出来ることを楽しみにしてい
ます。
団長様、学生ボランティアの皆様の今後のご活躍を期待しています。



第７回おのみち１００km徒歩の旅

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。）

理事長、スタッフの皆様のお陰で完歩することが出来ました。
親元を離れ、非日常での体験は子どもにとって大変な価値があり、大きな自信となっています。来年も是非参
加させたいのですが、本人は現在のところ「？」です。親子でゆっくり話しながら考えます。本当に感謝して
います。

学生ボランティアの方、凄いと思います。自分の学生時代と比べると立派だなぁの一言です。そんな背中を見
て「大きくなったらボランティアで参加したい」と言っていた息子を頼もしく思います。
いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

暑い中大変お世話になりました。
初めての雨の中での徒歩ということで、とても心配しましたが子ども達の成長を見れて良かったです。
たくさんの方々のおかげで子ども達が貴重な経験をさせていただくことができ大変感謝しています。本当にあ
りがとうございます。

子どもにとっては、この夏の大きな体験をさせていただきました。このことが娘の一生の中でも頑張ったこと
として支えになり、自信になることと確信しています。
スタッフの皆様、本当に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。

帰って来た時に、内股やお尻のアトピーが悪化していました。はじめは汗疹だったようで本人も持参したロー
ションをつけていたようですが、毎日ちゃんと入浴できないのはダメージだったようです。ステロイドを使っ
て１０日間くらい治るまでにかかりました。１日のタイムテーブルを見ると、プールや銭湯の後にレクリエー
ションというのは順番が逆なのでは？せっかく汗を流しても、その後のレクで汗をかきそのまま寝るというの
はアトピー体質の子どもにとってはキツイです。

写真の張り出し方がいまいち探しにくい。班ごとになっているのは探しやすいけど、あまりに高い位置まであ
り出来れば横長に張り出してもらえればもっと楽に探すことが出来るように思った。
親子共に成長出来た夏休みになりました。ありがとうございました。

感動をありがとうございました。

体力はまだ残っていたようで、家に帰ってすぐ高見山に一緒に登ろうと言っていました。来年も参加して欲し
いと思っています。
たくさんの方、学生ボランティアの方々のお陰で完歩出来たと感謝しております。本当にありがとうございま
した。

おの１００で忍耐力、感謝の気持ち、出会いの素晴らしさなど多くのことを学ばさせていただきました。本当
にありがとうございました。

今回、このおの１００で出会ったこと、学んだこと、感じたことは子どもだけでなく親にとっても素晴らしい
出来事でした。子どもも大人も学生もみんなで頑張れる場がこんな身近にあったことに、もう少し早く気付き
たいものでした。まだまだ家には１歳の弟もいますので、今後どうぞこの活動が続くことを願っています。
今回、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。
学生ボランティアのみなさん、どうぞ、これからの人生自信を持ってご活躍ください。

大変お世話になりました。

今年はいろいろな事を経験することが多く、出発前も登校日、ミニバスケットボールの練習、夜９時３０分ま
でミュージカルの練習等があり、５日間体調が悪くならないかととても心配していましたが、ゴール後に子ど
もからの言葉、顔を見ると本当に参加出来て良かったと思いました。本当にありがとうございました。

大変お世話になりました。４日目、５日目雨の中を歩くのは辛かったとは言っていましたが、それ以上にみん
なと１００ｋｍ完歩出来たことが嬉しかったのでしょう。楽しかった話ばかりしてくれました。これもボラン
ティアの皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。

子どもが小さいので難しいですが、子どもが巣立った後にボランティアとして協力できたらと思いました。

準備がなかなか時間がかかり、５日間見ていても大変だったと思います。短い間ながらしっかり性格を見られ
ておられ声掛けもしっかりしてくださり、本当にありがとうございました。

昨年に引き続き参加し、小学校最後の夏休み、良い思い出が出来たと思います。これから思春期に入りいろい
ろな思いが出入りすると思いますが、１００ｋｍ×２完歩した精神力で乗り切っていけると思います。本当に
ありがとうございました。



第７回おのみち１００km徒歩の旅

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。）

　　

最後の１００ｋｍの旅。出発前からとても楽しみにしていました。昨年のＤＶＤを観たり『あ～、早く行きた
いな～』と呟いているのを見てちょっぴりうらやましくなりました。いろんな人から『えぇ～１００ｋｍ！５
日間も歩くん！？』と言われたように、しんどいことをわざわざしに行くのが何で楽しみなのか…？いろいろ
思い当たることは、３回目、６年生の体力、自分より年上の大人ではない人との付き合い方に慣れたこと、親
の知らない自分の世界を持つことの優越感、etc。私は参加する回毎に見せる娘の顔に、疑問だったり、納得
だったり、様々な感

これからもおの１００が続き、全国各地でも同じようなことが広まり、子ども達、親たちの心が強くなれたら
いいと思います。参加させて頂きありがとうございました。

今しか出来ない素晴らしい体験をさせていただき、団長をはじめ、学生ボランティアの方々に心から感謝いた
します。本当にありがとうございました。

３回目の参加で小学校最後の一生忘れられないような体験をさせてもらいありがとうございました。家では見
せないような笑顔でゴールした顔が忘れられません。おの１００参加は最後になりますが、来年は歩道で応援
したいと思います。
学生リーダーさんに本当にありがとうと何度も何度も言いたいです。無償の愛情をありがとう。皆さん素敵な
笑顔でした。

「限界を作らない」娘にそうあってほしいと思っています。
今回、参加を申し込みした時に「３年間参加する」と言っていましたが、帰ってから聞いてみると「分から
ん、その時になってみんと」という答えでした。来年からも自分で参加したいと、そして、殻を破って少しず
つでも成長してくれることを期待しています。お世話になりました。ありがとうございました。

多くの方の協力でおの１００が無事終わることが出来たんだなぁとビデオを見て思いました。感謝の気持ちで
いっぱいです。
ありがとうございました。

大変お世話になりました。ありがとうございました。
子どもはいづれボランティアをやりたいと言っています。その時はよろしくお願いします。

おの１００、本当にありがとうございました。１日目は不安で寝ることがなかなか出来なかったのですが、子
どもも寂しいのに頑張っているんだと思いました。帰って子どもに聞いてみると、夜は眠くて全然寂しくな
かったと言っていました。帰って来て「水は出しっぱなしはいけんよ」と言われました。弟にもとても優しく
してくれて５日間見なかっただけで、ここまで成長ぶりにビックリです。一番嬉しいのは「来年また行きた
い」と言ったことです。

お陰さまで、娘は身内のみならず、地域の方や、学校の先生方々などたくさんの方々から誉められて今までに
ない大きな自信を持つことができました。大変お世話になりました。ありがとうございました。
記録ＤＶＤに別動隊の方の様子もしっかり映っていたので、子ども達も聞くだけでなく、目で見ることによっ
てより一層「支えられて歩くことが出来た」ことが分かったと思います。とても良かったです。

５日間「頑張る」機会を与えてくださり、「頑張れる」よう全面的にサポートしてくださって本当にありがと
うございました。
自分が大学生の時のことを思う出すと、いろんなことに一生懸命ではありましたが、今回の学生ボランティア
のみなさんのように人のためにここまで考えて行動したことがあっただろうか…と恥ずかしくなります。娘は
「絶対来年も行きたい！」とゴールちょくぜんからずっと言っています。来年もよろしくお願いします。本当
にありがとうございました。

計画、準備から大変な日数を掛けて行っているのが本当に良く分かりました。皆さんがお互いに信頼し合って
いるからこそ、最後の素晴らしい結果が起こせるのだと思いました。その中に我が子が参加出来たことに感謝
したいです。ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。

団長さんをはじめとして学生ボランティアの皆さん、おの１００では本当にお世話になりました。
セーフティネットのリーダーさんの挨拶でもあったように、「現状に満足するのではなく向上心を持って」い
い言葉だなと思いました。ただ思うだけは簡単だけど、それを実行に移すのは難しいことだと思います。で
も、きっと参加された学生さんひとり一人がみんなそういう気持ちを持っていたから楽しく、また無事に５日
間終えることが出来たんだと思います。子ども達をサポートしてくださった学生さん達、そして団長さん、本
当にありがとうございました。

本番５日間はもちろん、何カ月にも及ぶ研修、どれほど大変だったことかと思います。おかげで子ども達は貴
重な素晴らしい体験をさせていただくことが出来ました。本当にありがとうございました。

ボランティアのお兄さん、お姉さんのようにしっかり自分の考えや意見を持ち発言出来るようになってほし
い。
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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。）

おの１００は学生ボランティアなくしては成り立たないんだと改めて記録映像を見ておもいました。色々な方
の支えがあって子ども達が安全に無事に歩けたんだなと感謝の気持ちでいっぱいです。
娘だけでなく他の妹や弟にもすごい影響力がありました。おの１００に参加させていただき本当にありがとう
ございました。

小学生最後の夏にとても良い思い出が出来ました。支えてくださった皆さんのおかげです。本当にありがとう
ございました。このおの１００で学んだことをこれからの生活に活かしてくれればと思います。

ゴールが向島のココロであり駐車場も無料ですぐに停めれて助かりました。

昨年は子どもへの不安、サポート等への不安で参加をやめました。今年そう思っていたことをとても恥ずかし
く思いました。特に団長さんをはじめ、学生ボランティアさん達の身を削るような心遣い、サポート力があっ
たことにとてもありがたく思います。体力だけでなく子ども達を安全に目的地に連れていくために神経もすり
減らされたと思います。本当にありがとうございました。
昨年参加させておけば良かったとも思いました。将来、皆さんのような素晴らしい青年になってくれればと思
います。私も思います。「これからの日本、捨てたもんじゃない！！」

いつもの夏らしくなく雨が降ったりして大変だったと思います。ＤＶＤはアングルが良く風景の美しさと子ど
も達の様子がマッチしてすごく感動しました。公会堂の大画面で見れて見ごたえがありました。
学生ボランティアの方々、大変お世話になりました。長い準備期間、遠方からの参加、かなり負担だったと思
いますが、何があの行動力の源になるのか、若さって素晴らしいと思います。

今年のゴールが向島（ココロ）で、駐車場もあり広々としていて良かったです。
５日間参加させて頂き、今年の夏も素敵な経験をありがとうございました。親子とも一日一日を大切に過ごし
て行こうと思います。

解団式、本日の報告会でも、子ども達や、リーダーに賞状を渡すとき「以下同文」で済ませていますが、そん
なに長い文章でもないですし、全員では無く代表者のみへのことなので全文読んでもいいのではないかと思い
ます。


