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第９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。）

ゴール後、ジュース、お茶、お菓子と喜びそうなものを用意しましたが、思った以上に元気で１０
０ｋｍ歩いた後とは思えないほど元気で、用意したジュースやお菓子も要らないと言われました。
成長したんですね。

このおの１００に参加できたこと、子どもはもちろんですが親の私たちにとっても、とても意味の
ある時間、５日間でした。こんなに暑い中を歩いているだなぁと思うと、自然と私も仕事を頑張ら
なくてはと感じ、また、「今どの辺りを歩いているんだろう？」「やっと宿泊地に着いた頃だ
なぁ」と心配していたんですが…。ゴールの後、意外とケロッとしていたのが印象的でした。多く
の皆さん、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。

今年も無事に完歩できました。本当にお世話になりました。ありがとうございます。本人は来年は
ボランティア研修生を志望しているようです。

おの１００には２回参加させていただいて、２回とも楽しく頑張って完歩できました。ボランティ
アの方々の大変さも近くで知ることが出来たし、本当に貴重な体験ができました。ありがとうござ
います。いつか自分の子どももボランティア活動ができるようになれたらと思います。

今回のおの１００の参加で、子ども自身が得るものがあったと思います。おの１００での経験を今
後に活かせたらと思います。団長をはじめ、学生リーダーの皆様、ありがとうございました。お世
話になりました。

親とは違う場所で、違う時間を過ごすことで親が知らない体験をたくさんしたこと、そしてそれを
積み重ねることで成長していくと思います。しかし報告会で紹介されたたくさんのボランティアの
方々に支えられて完歩できたことを忘れず感謝して欲しいと思います。ありがとうございました。

多くの子どもを見て頂き、感謝しております。何か少しでも自分から進んでボランティア活動が出
来る大人になって欲しいと思います。

この度はいろいろとお世話になりました。リーダーの方達が支えてくれたことが本当に嬉しかった
です。ミサンガを肌身離さず付けています。親にはあまり話ませんが、本人の中でとても良い思い
出になっているようです。これからも是非続けて頑張って頂きたいです。

恥ずかしがり屋、照れ屋なので、なかなか上手く挨拶が出来なかった我が子ですが、性格は変わり
ませんが少しだけ成長してくれたのかなと思いたいです。

親の有難みを少しでも知って欲しいと思っていました。子もこの旅に参加してずいぶんと変わって
くれました。反対に私たち親の方が、今までよりももっともっと我が子がいてくれてありがとうの
気持ちが深まりました。頑張って子離れ出来た気がします。

報告会は駐車場に困らない所にして欲しかった。なかなか入れなかった。ＤＶＤを見てすごく感動
しました。５日間の生活が見れて良かったし、ＤＶＤの構成が素晴らしかった。感謝しています。
お世話になりました。学生ボランティアの方のような人になって欲しい。素晴らし人々ですね。１
班班付きリーダー最高！！

無事皆でゴールする様子を見て感動でした。本当にたくさんの方にお世話になりました。子どもが
このような経験が出来たこと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。

続けることはとても大変でしょうが、とても子どもにとっても親にとっても自立に向けての良い事
業なので、ずっと続けて欲しいです。親も何かしてあげたいのですが…協力していきたいです。

無事に終わり、ホッとしています。いろいろありがとうございました。
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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。）

因島ではまだおの１００のことを知らない人が多く（地域の人も含め）、今回娘が参加した事に
よって興味を持ってくれた保護者の方も多くいました。知っていれば声援を送ったのにと言ってく
れた地域の人もいました。来年、抽選に漏れるのは困りますが、多くの子ども達に経験してもらい
たいです。

ゴールした後の、尾高での式の時の受付が大変混雑して大変だったので、もう少しスムーズになる
ように改善されればと思います。親子共々大変良い経験をさせて頂きました。ありがとうございま
した。

今まで親に聞いてから行動すると言うことが少しありました。おの１００が終わってびっくり。全
く聞いてから行動すると言う事がありません。私が仕事から帰って「報告する」に変わりました。
おの１００に参加させて頂いて、すごく良かったと思います。ありがとうございました。５日間で
とても成長したと思います。団長さん、スタッフのみなさん、本当にお世話になりました。ありが
とうございました。

出発する前とは参加してみてずいぶん違ったようで、本人なりに苦労したようです。帰りの車の中
でも涙が出て止まりませんでした。それは安心したのもあるのでしょうが、いろんなことを話しな
がら思いだしての涙もあったようです。「三度笠」や「Ｔシャツ」は大切な宝物となり、部屋の一
番良い場所に本人の手で飾られています。この様な宝物をくださりありがとうございました。いろ
いろお世話になりました。

子ども３人がお世話になりました。本当にありがとうございました。

団長、学生スタッフ、研修生の皆様、５日間お疲れ様です。そして、ありがとうございました。来
年また参加という事になるかまだ分かりませんが、参加と言う形だけでなくサポートなど、少なか
らずの力添えが出来ればと思います。
前の子が参加した時と比べて印象的だったのが、解団式の時、班付きリーダーをはじめ学生スタッ
フがあまり泣いてない事でした。強いなと思いました。（泣くことが弱いって事では無いのです
が）

５日間どうもありがとうございました。子どもの楽しかったというひと言で行かせて良かったなと
改めて思いました。素晴らしい貴重な思い出が出来たことに感謝しています。

無事に帰ってくる事を願う５日間でした。参加させて良かったです。解団式後、１時間以上号泣す
る我が子を見て大切なことを得て帰ってくれたと思いました。ありがとうございました。

今年で３回目の参加でしたが、毎年思う事は子どもが１００ｋｍ完歩できたのは子どもだけの力で
はなく支えてくださった皆様のおかげです。何カ月も前からリーダー講習会に参加し、いろいろ準
備をし、本番に向けて体調を整え、本当に大変だったと思います。感謝しております。３年間、本
当にありがとうございました。

おの１００に参加するようになって、友だちを作る自信がついたように感じます。

暑い中本当にありがとうございました。記録映像はおの１００の魅力がいっぱいでした。子ども達
は多くの人たちに支えられ成長していくんだと再認識しました。

皆さんとの時間が楽しかったらしく、思い出してはこうだったとかコールや食事の挨拶などをして
いる。

とても良い経験をさせてもらいました。

姉弟２人で６年間大変お世話になり有難うございました。この事業を通じて親子共に多くの友だち
と感動を得ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもおの１００が続いて行くこと
を願っています。
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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。）

今回おの１００に参加させていただきありがとうございました。今回参加することを踏み切るまで
すごく時間が掛かり、前日には体調を崩すほど緊張していましたが、本当に辛い事より楽しい事の
方が上回る５日間だったみたいで、笑顔いっぱいで帰って来て心からホッとしました。これも全て
皆さんの心温かい支えがあってのことと大変感謝しております。今、生活の中ではあまり以前と変
化はありませんが、本人の大きな自信になったことは間違いないと思います。本当にありがとうご
ざいました。

　

スタート前々日の夜、かかとに大きなマメを作っていたのを水抜きしてやりました。まともに歩け
るか心配でしたが、ビデオを見て楽しそうにやっていたので安心しました。リーダー、サブリー
ダーさん共に楽しそうな人でとても良い経験をさせて頂いと思います。今回は抽選に漏れて参加で
きなかった下の弟も来年こそは参加させてやりたいです。どうもありがとうございました。そし
て、また宜しくお願いします。

来年参加をすれば３００ｋｍ完歩となるので本人も今から３００ｋｍ完歩を目指してとてもやる気
になっています。

　
無地に今年のおの１００が終わりホッとしました。来年も引き続きおの１００の歴史が続くことを
祈っています。本当にありがとうございました。

　
おの１００に参加して子どもはとても変わりました。皆様のおかげです。とても感謝しています。
ありがとうございました。

　

子どもが「行きたい」と希望した時、わざわざ行かなくてもと思っていましたが、今は行かせて良
かったと思っています。頭で考えるより、口で言うより、実際に経験させたことは大きな力になる
と思いました。

４泊５日大変お世話になり有難うございました。昨年同様、多くのことを学ぶ機会を与えて下さり
親子共々少しずつではありますが成長しているような感じがします。来年も参加することになりま
したら宜しくお願いします。

　
楽しかったけど、疲れたからもう来年は参加したくないと言っている。しかし、来年になったらど
う言うかが楽しみ。

　
ボラ研を目指したいと言っていました。「家族の生活がどんなだったか、忘れるくらい楽しかっ
た。家に帰りたくなかった」と途中の車の中で言われた時は嬉しい様な淋しいような感じでした。

本人の意思に任せますが、また参加して欲しいです。

あと２回、何とか参加させたいと思います。

　

今までは頭の中で色々マイナスな事ばかりが膨らみ、挑戦する事が出来ないことが沢山ありまし
た。おの１００に参加してみて「何ぁ～んだ。こんなもんか」「思ったよりは早かった」など、参
加してみないと分からない事に気付けたようです。これからも色々なことに挑戦させてみたいと思
いました。お世話になりました。ありがとうございました。

　

子どもだけでなく親も成長させて頂きました。１００ｋｍ完歩した子どもを信頼出来るようにな
り、今までくどくど叱っていたのが短く叱れるようになりました。宝物となる経験をさせて頂きあ
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。）

とにかく本人の強い希望で参加させていただいたおの１００でしたが、可愛いだけでは本当の子ど
もの成長につながらないことを学びました。どちらかと言うと、前に出るタイプの子ではなかった
息子でしたが、昨年の参加後から、陸上部での活躍、児童会長に立候補、当選。今年も１００ｋｍ
完歩して自信を付けて様々な事にチャレンジして欲しいです。５日間お世話になった皆様に心より
感謝致します。ありがとうございました。

沢山の経験と思い出をつくり、とても頼もしく見えるようになりました。ありがとうございまし
た。

おの１００のスタッフの皆様、本当にありがとうございました。５日間子どもが親元を離れて完全
に食べて、寝て過ごすことが出来たのはボランティアの学生の皆さん、事務局の皆さんのおかげと
感謝しております。暑い中、子どもの体調管理、精神的成長の支えとなってくださり、子どもの不
在であった５日間、そして、元気にゴールテープを切った時の顔を見た時に、改めて皆様の支えの
おかげがあったことを感じました。子どもはまだ６年生で周囲の人の支えに感謝をする気持ちは少
ししかないようですが、この先、成長していく中で常に誰かに支えられ、人は支え合い、助け合い
ながら生きていくことを感じていけるように、今回の経験を語っていきたいと思います。スタッフ
の皆様、この用紙をお借りしてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

親としてはこれからボランティアに自ら参加してもらえるように願っています。このような企画が
日本全国に広まっていけますように願います。

昨年も参加しましたが、今年は昨年より楽しく参加できたようです。テレビカメラなんかが無くて
集中できたそうです。班の中での役割も持たせてもらったようで、そのために頑張る事ができて自
分の中の達成感も昨年より大きかったと本人が話していました。日々の生活の中でも役割りを持つ
事が大切なんだなと感じています。ありがとうございました。来年もぜひ是非参加させてやって下
さい！！

ここのところ、人の優しさや有難みに触れることが多くあり（実際今までもありましたが）、今回
のおの１００でもたくさんの方々の支えがあってこうしてたくさんの喜びが出来て、その上、その
一員にさせていただけることができ嬉しく思いました。１００ｋｍから帰って来ても、あの日のこ
とやリーダーさん等々の話をして嬉しそうでした。とても良い５日間を過ごさせて頂きました。あ
りがとうございました。１班最高！！

昨年参加して帰って来た時の顔と、今年の帰って来た時の顔が違いました。昨年は疲れた顔をして
いましたが、今回は充実した顔でとても良い顔をして帰って来たのでとても良いモノを学んできた
んだろうなと感じました。とても良い経験が出来たと思います。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。また来年も参加させてやりたいと思っています。

今年、最後のおの１００を無事に終えたこと、かけがえのない思い出ができたことと、本当に良
かったと思っています。スタッフをはじめ、ボランティアの方々、他の多くの方々に本当に感謝し
ております。この事業に参加して子どもが急に成長したというところは今のところ目立って見られ
ませんが、この苦しく楽しい思い出がいつか本人を励まし、支える時が来ると思い見守っていこう
と思います。ありがとうございました。

来年も参加するつもりのようなので、シュラフやその他の旅の荷物をそのままセットして大切に置
いているようです。我が子が１つでも大きなことを達成していけるようサポートしていくつもりで
す。また機会がありましたら宜しくお願いします。ありがとうございました。

Ｔシャツにとても良い事が書かれていました。「完歩できたね！『無理』と言う事は君の思うもっ
と先にあるよ！」この言葉は、息子の口癖の「無理！もう無理」と言う言葉に対しての言葉だと思
います。一緒に完歩した仲間からのメッセージにとても感動しました。ありがとうございました。
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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。）

今年でおの１００に参加させてもらえて４年目になります。姉が参加した時よりも妹が参加する今
年が心配しておりました。体力の面、食事の面で大変ご迷惑を掛けるのではないか、途中で電話が
掛かってくるのではないかと思っていましたが、笑顔で帰って来たのでホッとすると共に嬉しく思
いました。５日間本当にありがとうございました。お世話になりました。

３回目のおの１００。無事に終えることが出来てほっとしています。最後という気持ちが強かった
ようで、皆を元気付けないととそればかり言いながら出発しました。帰って来て、自分なりに役に
立つことが出来たんだと思います。昨年以上の達成感を感じていいるように思いました。来年はボ
ランティアに行くことを夢見ています。その気持ちを忘れずにいて欲しいです。

大変猛暑の中、学生ボランティアの方をはじめ、たくさんの方に見守られながら無事歩ききること
ができました。本当にお世話になりました。昨年は何も分からないまま「挑戦」の思いで親子で挑
みましたが、今年は内容を分かっているだけに、あまり行くまでにワザと話しませんでしたが、不
安な面が大きくて４泊５日もしんどかったです。ゴールに到着した我が子の無事を見たら涙が止ま
らなかったです。ゆっくり、じっくりと友だちや学生の方々と過ごした１００ｋｍを一生大事な宝
にしていって欲しいと思います。

有難うございました。多くの人に見守られ、支えられて生きていることを体で心で思い切り感じる
事の出来た５日間だったと思います。

ボランティアの皆さんの姿勢、熱い想いに感激しております。自分も若ければこんな経験をしてみ
たかったと思ってます。これからの日本も安泰かな？このおの１００をずーっと、ずーっと続けて
行って欲しいです。

１００ｋｍ×３回完歩できたことが娘の中で大きな自信につながっているのが感じ取れます。今年
は６年生で人の先頭に立つことがとても苦手でいつも避けて通ってきたにもかかわらず、周りの
方々に押されて班長をさせて頂いたことも自分の中では何かちょっと一歩を踏み出せたような気に
なっているようです。普段経験できない体験をさせていただいたことを心から感謝しております。
ありがとうございました。娘を見ながら、２年生の弟も「４年生になったら自分も行くんだ！」と
思っているようで…。またよろしくお願い致します。

熱を出してご迷惑をお掛けしたようですが、本人もよく頑張りましたが皆さんのサポートにより１
００ｋｍ完歩することができ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した。

今回２回目の参加で、昨年に比べてまたひと回りたくましくなった気がします。皆様のご苦労に感
謝いたします。ありがとうございました。

娘は２回目の参加となりました。皆さんに見守られて完歩できたことに感謝いたします。３回目に
チャレンジ宣言していましたので来年も応援してやりたいと思います。ありがとうございました。

４年から６年まで３度の参加でお世話になりました。毎年、本人の気持ちも違ったようでそれぞれ
良い夏となりました。中学生になったらクラブ（野球）に一生懸命取り組みたいと言っています。
また何かの形でおの１００に関わらたら…と思っています。ありがとうございました。

DVDを見て、子どもが笑顔で「おの１００楽しかった」｢来年もまた参加したい」と言うのが分か
りました。子ども達の気持ちが５日間切れない様に、たくさんの企画をしていただいていたのです
ね。このおの１００が無事に終わったのはたくさんの人たちの支え、役割りがあったことを改めて
感じ、再び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した。

兄に続き、末っ子の女の子も参加できたことで、兄妹の共通の話題が１つ増えました。「しんどか
たけど、楽しい事もいっぱいあったね」と話してました。兄はボランティアで参加したかったけど
部活があり難しかったので残念です。
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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。）

時間の都合が合えば来年はボラ研として参加したいと言っていましたが、参加したいと思うきっか
けはボランティアの皆さんの姿、行動を見て感じたのではないかと思います。本当にボランティア
の皆さんには感謝しています。安心して子どもを預けられました。

学生の皆さんの頑張る姿に心を打たれました。小学生の子ども達一人ひとりのことを大事に思い、
見つめ、関わろうとして下さる姿勢に頭が下がる思いがしました。人は生きている限り、経験と感
動でもって心が潤い、たくましく、優しくあれるのだろうなと学びました。本当に貴重な経験をさ
せて頂きありがとうございました。

長いようで短かった様な５日間でした。帰って来たらひと言目に何を言うのだろうといろいろ予想
していましたが、「とても楽しかった」という答えでした。親子で勇気を出して参加してとても良
かったです。とても良い経験をさせていただきありがとうございました。

僕は小学校に３回、中学校に１回参加しているので、今回のゴールを見て「やっぱりいいな」と強
く思いました。また来年はできれば弟と２人で参加したいです。

お疲れ様でした。ありがとうございました。

　
ありがとうございました。人との付き合いの中で、よく上手くいかず愚痴ばかり言っていたので５
日間どうなるのかと不安でしたが、「とても楽しかった！」と第一声。こちらもとても嬉しかった
です。
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（その他、何かございましたらお書きください。）

１００ｋｍの仲間と別れ、車の中でずーっと話しっぱなしでした。
日頃あまり話をしていないし、話を上手く伝えられないところもあるのに、
伝えたいことが沢山あり過ぎてどれから話をしよう…のような感じの我が子に驚きました。
その話の内容は９割、学生ボランティアの話しでした。
「今日ね～高見山に登ったんよ、すごくしんどくて暑かったんよ～。
なのにね、安全誘導の係りの人はね、
朝早くに１回登って山道の確認をして下りてきて、
また私らと登ってくれたんよ～。すごいじゃろ～」とか、
車の中で、｢母さん、この水を飲んでみて！すご～く美味しいんよ。
給水係りの人が機械に１回とおしてくれとるんよ。美味しかろう～」とか、
「歩きょうる時にね、横断歩道が近づいてきたら１番後ろの方に歩きょうる係りの人がね、
ダッシュで前まで行って安全に渡らせてくれたんよ。」など、
まだまだ沢山話してくれました。
我が家は、本人希望（妹かも）でかっぱ寿司に行ったのですが、
食事中「お寿司を食べさせてくれてありがとうね」
「父さんまで迎えに来てくれてありがとね」。
「ありがとう」「ありがとう」を言う我が子に驚いたことです。
夜寝る時、疲れきっているはずなのに、
なかなか眠れずソファーの上でポロポロ涙を流し泣くのです。
本人の兄も５・６回のおの１００に参加したのですが、
友だちと会えないと泣いた事があったので、
あ～この子も同じような気持ちになったのかなと思っていたら、
泣き泣き話をしてくれました。
班付きのリーダの人がね、
ボランティアの人だけで試し歩きした時も足が痛くなって、
今回も途中から足が痛くなったんよ。
私らの前ではね、ずっと笑って元気に歩くんじゃけど、
グラウンドの休憩中にリーダーの話し合いの時、
足を冷やしながら座っとったんよ（涙々…）。
泊まるところに病院の先生が来て「無理でしょう」と言われても
「これが私の最後のボランティアになるけん」と
痛いのを我慢してくれて歩いてくれたん（涙々…）。
テニスをずっとしょって足を痛めたことがあって、その古傷が痛いんだって。
私らが休憩しょうる時も、ずっと忙しそうに動きょったんよ…。
ずっと私らより足も痛いのにずっと我慢して最後まで歩いてくれたん。
オイオイオ～イ声を出して泣く娘に私ももらい泣きしました。
あ～、この子は歩きながら様々な人に感謝の気持ちを持つことが出来たんだなぁと、
様々な姿を見て感じて来たんだなぁと嬉しく思ったことです。
このような気持ちで参加できたからこそ、
自然に「ありがとう」と言える子に成長したんだなと思いました。
兄の参加で良い経験だったなと思ったので、娘には４・５年生の時にも勧めたのですが、
食が細いことが気にかかり踏み切れないままでしたが、
この度、兄、母近所の人に勧められ参加しました。
不安半分、イヤイヤの参加でしたが、
終わった時には「あ～ぁ、４・５年生でも参加すれば良かった…」と言っていました。
このような気持ちになったのも、
娘に良き出会いがあり、沢山の支えをいただいたからなのでしょうね。
娘は３人兄妹の真ん中。
正直言うと気にかけてあげられないことも多いと反省することもあります。
この経験を通し、様々な人の気持ちを感じる事が出来た我が子の成長ぶりに驚きました。
そのような姿を気付かせてくれたおの１００。
感謝の気持ちでいっぱいです。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。）

子育ては計算式の様に答えがすぐに出る事もないし、その子その子で違うので難しいなぁ、大変だ
なぁと不安になる事も多々あります。でもその日々こそが親として成長していけるんだろうと思い
ます。おの１００は我が家の定番の夏休みの行事となっています。親子とも成長する良いきっかけ
になっています。ありがとうございました。

記録映像とても良かったです。子ども達の様子と共に、尾道の海・山・朝焼け…。近景、遠景、手
間暇かけて撮影、編集していただいてありがとうございました。

上の子は２回目、下の子は初めての参加でしたが、２人とも良い経験が出来たと感謝しています。
下の子は帰宅してすぐ「来年も参加したい」と言っています。来年も参加できたら良いと思いま
す。

今回４年生の娘を参加させましたが、６年生の息子の同級生の男の子がすごく男らしくなっておの
１００から戻ってきたので、６年生の息子の方を参加させるべきだったのかな…と悔やみました。
来年は中学生になるので中学生ボランティアの方で参加して何かを学んで来てくれないかなと少し
期待して勧めています。

　

事前の準備から当日（５日間）から報告会まで、ボランティアの方々には大変お世話になりまし
た。人材育成がしっかりしていて素晴らしいと思いました。特に、班のリーダーにはとても感謝し
ています。安全に終えることができ、親としてとてもありがたく思いました。

今後とも続けて下さい。ボランティアの皆さんに宜しく伝えてください。


