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岡山駅前広場 / 岡山コンベンションセンター ( 岡山市 )2015.3.28(SAT)/29(SUN)

主催：「福島・復興【ＦＵＫＵ－Ｏ】プロジェクト－手をつなごう岡山－」実行委員会

福島の復興、そして未来を岡山からつくってみませんか？

学生ボランティア
募集中募集中

東日本大震災から 4 年を迎えます。
福島では、月日が経つにつれ震災の記憶の風化や、原発事故に
よる風評被害といった課題もあります。一方で素敵な特産品や
観光地など私たちの知らない素晴らしい魅力もあります。

もう一度「福島の復興」について考え、岡山からできる何かを
一緒に探ってみませんか？

サミット参加者サミット参加者
学生ボランティア



　3 月 28 日・29 日に岡山駅前で開催する「福島・復興 春フェス in 岡山」、そして「福島 × 岡
山 復興学生サミット」を開催するにあたって、学生スタッフを募集します！
　「福島や東北の復興に関心がある方」、「福島には行けないけど、何か福島の力になりたいと思っ
ている方」、「ボランティアに興味のある方」、「復興【FUKU-O】プロジェクトに興味を持った方」、

「福島や岡山の学生と交流したい」、「福島のことはよく知らないけど何か熱いことをしてみたい
方」、どんな人でも結構です。

　東日本大震災からもうすぐ４年を迎える「福島」、復興が進んだとはいえ、地震、津波、原発
事故で見舞われた福島の再生はまだまだ道半ばです。フェス・サミットに参加していただき、皆
様のパワーと気持ちで盛り上げることで、福島の復興を後押ししていただければと考えておりま
す。
　また、今回は福島から多くの高校生、大学生が岡山まで来ますので、皆さんの笑顔ややさしさ
で温かく迎えていただければ幸いです。

「福島 復興【FUKU-O】春フェス in 岡山」
「福島 × 岡山☆復興【FUKU-O】学生サミット」

ボランティアスタッフ募集します！

イベント内容（予定）

１ フルーツ王国！福島 × 岡山コラボ食企画
　福島と岡山はフルーツ王国同士です！そんな両県のつながりの代表であるフルーツを使って学生が一工夫した食
を提供します！フルーツを使ったクレープや、福島名物・餃子などを提供する予定です！

２  福島 × 岡山 特別企画「『ももだるま』をつくろう！」
　両県に共通する特産品である「桃」、そして福島の伝統で縁起物である「だるま」を組み合わせた「ももだるま」
をつくります！大きな「復興【FUKU-O】ももだるま」づくりと、子どもが家族と一緒に楽しめる「ミニももだるま」
づくりを実施します！

３　福島の特産品販売ブース
　福島ならではの特産品を販売します。

４　福島復興グルメイベント「なみえ焼そば」登場！
　福島が誇るソールフード「なみえ焼そば」が岡山に登場します！　

５　写真展「福島の今」

６　「デザインで福島を元気に！ 復興アイデアスケッチ展」
　岡山県立岡山工業高等学校デザイン科
　岡山工業高校デザイン科の学生の皆さ
んが、福島と岡山のそれぞれの資源を生
かして、「福島 × 復興応援キャラクター」

イベントの概要
その１

「福島・復興【ＦＵＫＵ－Ｏ】春フェスin 岡山」－岡山から福島へ・未来を咲かせよう！－
東日本大震災から４年となる２０１５年３月に、岡山県で、震災の記憶を風化させず、福島の復興を
応援する「福島・復興春フェス in 岡山」を開催します。福島の復興の状況、取組を紹介するとともに、
岡山ではあまり知られていない福島の魅力を、若者目線でパワフルに、お洒落に発信します！

※この他、簡易なステージイベントも
開催する予定です。

日程：平成２７年 3 月２８日 ( 土 )・２９日（日）  10:00－17:30　場所：岡山駅前広場  

※以下は現段階での予定なので、今後変更になることもあります



今回の復興春フェスは私たち岡山の学生が、福島のことを学びながら考
えた企画です。
時に学生ミーティング、福島とのスカイプ会議を通して、「岡山」から「福島」
の復興を後押しする意味を考えながら企画しました。

福島の特産品を探っていく中で、「だるま」に出会いました。また、福島
と岡山は、両県とも桃の生産が盛んで、実は福島のほうが桃の生産が多く、
両県とも「フルーツ王国」と呼ばれています。

福島のリソースで縁起物である「だるま」、そして、両県の共通の特産品
である「桃」、　その２つを結び付けて考案したのが『ももだるま』！
これは、岡山工業高等学校デザイン科の生徒さんが、福島 × 岡山のコラ
ボキャラクターとして考えてくれたデザインスケッチのアイデアをもと
にしています。
　　
縁起物である「だるま」を通して福島の復興を岡山を願うとともに、岡
山でもお馴染みの桃、そして来場者との「ももだるま」づくりを通して
福島の風評被害の払しょくにもつなげていきたいと考えています。
皆さん、一緒にフェス・サミットを盛り上げませんか？

福島 × 岡山 特別企画「『ももだるま』をつくろう」

福島なるほど情報！

福島復興プロジェクト学生コアスタッフ一同

岡山県立岡山工業高等学校 デザイン科 1 年生  T さん
「ももだるま」のアイデアスケッチ

福島と岡山をつなぐ桃の復興キャラクターとして、「ももだるま」というキャラクター
を作りました。両県の特産品である桃と、縁起物である「だるま」を組み合わせたキャ
ラクター。明るく、力強い表情と、桃らしい丸い体系がポイントです。風評被害を払拭
したいという思いをこめて作りました。

福島の桃

赤い・種類が豊富・収穫期間が長い
日常のデザートとして・・・

白い・収穫が短期間・やわらかい
贈り物として・・・

岡山の桃

福島は岡山より桃の生産量多いです！ （福島全国第 2 位   岡山全国第 6 位）その他福島では、リンゴ・ナシ・
柿など、岡山では、マスカット・ピオーネなどの生産が盛んです。

福島は実は「だるま」の生産地としても有名です。
種類も多く、「白川だるま」「双葉だるま」「福島だるま」、

「三春だるま」、「久之浜だるま」など様々です。

右写真は「双葉ダルマ」です。
（H27年1月10日にいわき市の仮設住宅で開催された「双
葉町ダルマ市」で撮影しました

→ フルーツ王国つながり！！



「福島×岡山 復興【ＦＵＫＵ－Ｏ】学生サミット」－福島の復興 明るい未来につなげよう－
その２

日程：平成２７年２９日（日）  10:00－17:00（予定）　場所：岡山コンベンションセンター  

様々な夢や目標を持っている福島の学生約４０名を岡山にお招きし、震災・原発事故、福島の復興に関わる
なか、福島の学生の皆様は何を思い、復興に向けてどのような取組みを行ってきたのかを語っていただきま
す。また、福島に対する熱い思いや未来についても話していただきたいと考えています。
そして、福島と岡山の学生同士で意見交換を行い、今まで気づかなかった福島の魅力も教えていただき、福
島から日本全国に向けてどんな発信ができるか、あるいは、岡山から福島の復興に向けてどんなことができ
るか、また福島の課題を、共通の地域・社会課題として捉えて、お互い学生として、地域や社会に対してど
のような取り組みができるかを一緒に考えていきます。併せて、未来の目標や進路にどのようにつなげてい
くかなどについても探っていきます。

プログラム 「復興フラッグガーランド」
【第１部】
１０：００～１０：１０ 開会
１０：１０～１２：１０ 活動報告・発表（福島の学生）
１２：１０～１２：３０ 活動報告・発表（岡山の学生）
　　　（休 憩）

【第２部】 
１３：３０～１５：３０  
・復興ワークショップ
（福島と岡山の学生による意見交換）
・「復興フラッグ」「復興ハンカチ」づくり　　
１５：３０～１６：３０  各グループからの発表
１６：３０～１７：００  まとめ・閉会 
※同時に、会場にポスターパネルを設置して、福島・岡山両県の学生の取
組のポスター等の展示や、福島の写真展等を開催します（予定）

※以下は現段階での予定なので、今後変更になることもあります

事例発表、ワークショップを通して、そのグルー
プで語りあった内容や提言のまとめや、学生の
思いや未来への夢や絵手紙などをまとめた「復
興フラッグ」、または「復興ハンカチ」を皆さん
と一緒に作ります！
この復興フラッグ、復興ハンカチを、フラッ
グガーランドにして、一定期間、岡山の某
所で一斉に掲げ、このサミットでの
学生の思いや提言を、岡山県民、
そして全国に発信するとと
もに、岡山県内における
福島の復興を願うシ
ンボルの一つとしま
す！



■場所・岡山駅前広場 ( 復興春フェス )
　　　・岡山コンベンションセンター ３Ｆ コンベンションホール（復興学生サミット）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■日程：平成２７年３月２７日 ( 金 )・２８日 ( 土 )・２９日 ( 日 )
　　　（いずれか１日のみの参加でも結構です。）　　　
　　　※復興春フェス ( 野外 ) ２８日・２９日（会場設営は２７日）
　　　※復興学生サミット ( 屋内 ) ２９日

ボランティアスタッフの活動内容・申込方法

■ボランティア活動内容 その１

☆３月２７日 ( 金 ) 午後 会場設営
 ２８日・２９日開催の復興春フェスの開催の準備として、テント・机・椅子などを設営していただきます。

☆２８日：「福島・復興春フェス in 岡山」１日目（主に学生ボランティア募集）
　フェスの運営・サポート
　（この日は学生ボランティアが中心となり、そのサポートをしていただきます）
内容：アトラクション補助、販売補助・飲食補助、ステージイベント補助 記録撮影、駅前付近での誘導ＰＲ　他
　
☆２９日：「福島・復興春フェス in 岡山」２日目（主に社会人ボランティア募集）
・フェスの運営・サポート
（※２９日は、学生は基本的に「復興学生サミット」に参加します。従ってこの日のフェスは、主に社会人ボランティ
アの皆様に中心となって運営していただきます）
内容：アトラクション補助、販売補助・飲食補助、ステージイベント補助　記録撮影 、駅前付近での誘導ＰＲ 他
・終了後、テント等解体・撤去（学生ボランティアと一緒に）

（募集中です）
※駅前でパフォーマンスや、軽音楽などで復興応援ソングなどを披露していただいても結構です！！

■ボランティア活動内容 その２

　主な内容
福島の高校生・大学生約４０名を岡山にお呼びし、福島の学生から復興に向けた取り組みを紹介していただくとと
もに、岡山から福島の復興についてできることや、学生ができる地域・社会貢献についてワークショップ形式で、
熱くディスカッションしながら一緒に探って生きます。参加者として、あるいは、運営ボランティアとして参加い
ただける方を募集しています！

○サミット参加者
　サミットに福島の学生と交流しながら、参加いただける方を募集しています。

○運営ボランティア活動内容
　サミット運営サポートボランティア
　受付、プレゼン補助・アシスタント・司会・記録撮影・ワークショップ補助など
※参加者として参加しながら運営のお手伝いをしていただくことも大歓迎です！

「福島 復興【ＦＵＫＵ－Ｏ】春フェス in 岡山」

「福島 × 岡山 復興【ＦＵＫＵ－Ｏ】学生サミット」

■ボランティア参加方法

【ボランティア申込先・問い合わせ先】
福島復興【FUKU-O】プロジェクト手をつなごう岡山実行委員会事務局
福島県庁商工労働部商工総務課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町２－１６( 西庁舎 10 階 )
ＴＥＬ：０２４－５２１－７２７０ ＦＡＸ:０２４－５２１－７９３０

ボランティアに参加してみたい方は、別紙「学生スタッフ参加申込書」に所要事項、参加希望費を記入の上、下記あて先までファッ
クス、または電話でお申込み願います。


