
 

 

 

【第

①福島を知ろう

②テーマスローガン、獲得目標を決定しよう

③現地の仲間と交流し、福島ＪＢのイメージを膨らまそう

 

 

＜会議内容＞

【1 日目】

・現地会場視察

【2 日目】

・被災地フィールドワーク

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

【3 日目】＊朝は

・テーマスローガン、獲得目標の決定

 

＜被災地フィールドワーク＞

①浪江町

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

不気味な印象を抱きました。

②双葉町・大熊町（第一原発立地町）

 

区で

③楢葉町

 

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

印象的でした。

 

葉町に戻ってきた町民の

現状

 

 

＜福島第一原発事故について＞

 

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

できました。

第
 

【第 4 回実行委員会獲得目標】

福島を知ろう 

②テーマスローガン、獲得目標を決定しよう

③現地の仲間と交流し、福島ＪＢのイメージを膨らまそう

＜会議内容＞

日目】 

現地会場視察 

日目】  

被災地フィールドワーク

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

日目】＊朝は

テーマスローガン、獲得目標の決定

＜被災地フィールドワーク＞

浪江町（居住制限区域、一部

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

不気味な印象を抱きました。

②双葉町・大熊町（第一原発立地町）

 駐停車禁止区域のため、バス車中より視察を行いました。高線量地

区で 6.64μＳｖ/

楢葉町（居住可能、

 現在、居住可能な地域ですが、除染作業で出た放射線廃棄物を詰め

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

印象的でした。 

 また、宝鏡寺にて住職の早川さんよ

葉町に戻ってきた町民の

現状など、6 年が経過した被災者のいまを知ることができました。

 

 

＜福島第一原発事故について＞

 医療生協わたり病院の斎藤医師を講師に招き、福島第

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

できました。 

第 37 期全国青年
 

回実行委員会獲得目標】

 

②テーマスローガン、獲得目標を決定しよう

③現地の仲間と交流し、福島ＪＢのイメージを膨らまそう

＜会議内容＞ 

 ・本番予定フィールドワークのプレゼンテーション

 

被災地フィールドワーク ・大交流会場視察

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

日目】＊朝は JB 体操 

テーマスローガン、獲得目標の決定

＜被災地フィールドワーク＞

（居住制限区域、一部

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

不気味な印象を抱きました。

②双葉町・大熊町（第一原発立地町）

駐停車禁止区域のため、バス車中より視察を行いました。高線量地

/ｈまで線量計の値が上がるところもありました。

（居住可能、2015

現在、居住可能な地域ですが、除染作業で出た放射線廃棄物を詰め

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

 

宝鏡寺にて住職の早川さんよ

葉町に戻ってきた町民の 9

年が経過した被災者のいまを知ることができました。

＜福島第一原発事故について＞

医療生協わたり病院の斎藤医師を講師に招き、福島第

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

期全国青年
 

回実行委員会獲得目標】 

②テーマスローガン、獲得目標を決定しよう

③現地の仲間と交流し、福島ＪＢのイメージを膨らまそう

・本番予定フィールドワークのプレゼンテーション

・大交流会場視察

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

テーマスローガン、獲得目標の決定  

＜被災地フィールドワーク＞  

（居住制限区域、一部 2017 年

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

不気味な印象を抱きました。 

②双葉町・大熊町（第一原発立地町） 

駐停車禁止区域のため、バス車中より視察を行いました。高線量地

線量計の値が上がるところもありました。

2015 年 9 月解除）

現在、居住可能な地域ですが、除染作業で出た放射線廃棄物を詰め

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

宝鏡寺にて住職の早川さんよ

9 割が高齢者であり、若者が戻ってこないという

年が経過した被災者のいまを知ることができました。

＜福島第一原発事故について＞ 

医療生協わたり病院の斎藤医師を講師に招き、福島第

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

期全国青年
 

②テーマスローガン、獲得目標を決定しよう 

③現地の仲間と交流し、福島ＪＢのイメージを膨らまそう

・本番予定フィールドワークのプレゼンテーション

・大交流会場視察 

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

  ・部門別グループワーク

年 3 月末解除）

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

 

駐停車禁止区域のため、バス車中より視察を行いました。高線量地

線量計の値が上がるところもありました。

月解除） 

現在、居住可能な地域ですが、除染作業で出た放射線廃棄物を詰め

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

宝鏡寺にて住職の早川さんより講演をしていただきました

割が高齢者であり、若者が戻ってこないという

年が経過した被災者のいまを知ることができました。

医療生協わたり病院の斎藤医師を講師に招き、福島第

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

期全国青年ジャンボリー
 

③現地の仲間と交流し、福島ＪＢのイメージを膨らまそう 

・本番予定フィールドワークのプレゼンテーション

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

別グループワーク

月末解除） 

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

駐停車禁止区域のため、バス車中より視察を行いました。高線量地

線量計の値が上がるところもありました。

現在、居住可能な地域ですが、除染作業で出た放射線廃棄物を詰め

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

り講演をしていただきました

割が高齢者であり、若者が戻ってこないという

年が経過した被災者のいまを知ることができました。

医療生協わたり病院の斎藤医師を講師に招き、福島第 1

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

ジャンボリー
 

・本番予定フィールドワークのプレゼンテーション 

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院）

別グループワーク 

中心街には、地震で傾いたままの建物が放置され、人のいない町内は

駐停車禁止区域のため、バス車中より視察を行いました。高線量地

 

現在、居住可能な地域ですが、除染作業で出た放射線廃棄物を詰め

た黒い袋（フレコンバッグ）が町のいたるところに積み上げられているのが

り講演をしていただきました。楢

割が高齢者であり、若者が戻ってこないという

年が経過した被災者のいまを知ることができました。 

1 原発事故

に関する講演をして頂きました。高自然放射線の染色体異常、甲状腺が

んの発生など、主に放射線が人体に与える影響について学習することが

ジャンボリー便り
 

  

・講演「福島第一原発事故について」講師：斎藤紀医師（医療生協わたり病院） 

り vol.

 2017.2.28
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2017.2.28 発行発行 



「今回

ました

全国

式に

全国各地

【テーマソング

福島

前向

 

前回

本番

 

 

 

 

 

 

 

今回

間ができ

 

 

 

今回のジャンボリーをどんなものにしたいか

ました！ 

全国からたくさんの

に決定しましたので

全国各地からたくさんの

テーマソング】   

福島で結成された

前向きな気持ちになれる

前回の会議で決定

本番の参加者に「

今回の会議は全国実行委員会

ができ、本番の

 

のジャンボリーをどんなものにしたいか

～

からたくさんの応募があったテーマソングとマスコットキャラクターの

しましたので発表します

からたくさんの応募ありがとうございました

   「歩み」

された GReeeeN の

ちになれる一曲

決定した各部門

「来てよかった

全国実行委員会

の成功に向けてますます

＜テーマスローガンが

のジャンボリーをどんなものにしたいか

みんなでこらんしょ

～LINK37 号

＜テーマソング

があったテーマソングとマスコットキャラクターの

します！ 

ありがとうございました

」 GReeeeN

の          

一曲！          

＜

各部門に新たな仲間

てよかった」と感じてもらえるよう

全国実行委員会と現地実行委員会

けてますます実行委員

テーマスローガンが

のジャンボリーをどんなものにしたいか」 と実行委員会全体

みんなでこらんしょ

号 福島発

テーマソング＆マスコットキャラクターも

があったテーマソングとマスコットキャラクターの

ありがとうございました！ 

GReeeeN      【

           喜多方

         かわいいキャラクターです

＜各部門別

仲間も合流し、それぞれ

じてもらえるよう、実行委員一同

＜現地実行委員

現地実行委員会の合同

実行委員の絆

 

テーマスローガンが決定

実行委員会全体で想

みんなでこらんしょ、うつくしまふくしま

福島発 仲間とつむぐ

 

マスコットキャラクターも

があったテーマソングとマスコットキャラクターの

 

【マスコットキャラクター

喜多方ラーメンの器

かわいいキャラクターです

各部門別でも具体化

それぞれ議論

実行委員一同

現地実行委員と

合同で開催され

絆が深まりました

決定しました！！＞

想いを確認しながら

うつくしまふくしま

とつむぐ明るい

マスコットキャラクターも決定

があったテーマソングとマスコットキャラクターの案の中から

マスコットキャラクター】 

器を被る赤べこがモチーフの

かわいいキャラクターです！ 

具体化が進行中＞

議論・具体化が進行

実行委員一同の気合も入ります

と合流＞ 

され、多くの仲間

まりました！ 

！！＞ 

しながら、以下

うつくしまふくしま 

るい未来行

決定！！＞ 

から、実行委員全員

 「喜多べこ

べこがモチーフの

＞ 

進行しています

ります！ 

仲間たちと合流できました

以下のテーマスローガンに

未来行～ 

 

実行委員全員が頭を

         べこ」

べこがモチーフの 

しています。 

できました。60

のテーマスローガンに決定

を悩ませた末

         

60 名を超える

決定し

末に正

える仲


