
新型コロナウイルス対策 緊急支援プロジェクト

子どもたちの自然体験を支える
自然学校を応援してくださった皆様へ



自然学校エイド基金に寄付をして下さった皆様 
 

　この度は「自然学校エイド基金」にご支援をいただき、誠にありがと

うございました。この基金は、コロナ渦に苦しむ全国の自然学校を支援

するために全国の自然学校と手を携えて立ち上げたクラウドファンディ

ングで、7月1日から10月16日まで116日間に亘って取り組んでまいり

ました。おかげさまで、目標金額1,000万円に対して708人の皆様から

10,227,500円の温かいご支援を頂くことができました。

　プロジェクト開始前は達成できるか不安な気持ちで一杯でしたが、今

は心の底から挑戦して良かったと思っています。この116日間、たくさ

んの応援メッセージをいただきました。メディアでも取り上げていただ

き、自然学校の役割や自然体験の大切さを多くの方々に伝えることがで

きました。そして、子どもたちが心から自然とふれあえる社会の実現に

向けて全国の自然学校と団結することができました。

　子どもたちは自然のなかで遊ぶことを通して、生きていくのに必要な

たくさんのことを学びます。自然の大切さ、友達との付き合い方、自分

のことを自分で決定する力、試行錯誤する力。子どもたちが心豊かに育

つためには、自然学校は必要不可欠な存在です。

　頂いたご支援は、子どもたちと自然をつなぐ重要な役割を担う自然学

校の存続のために活用させて頂きます。持ち前のフットワークの軽さや

生きる力などで自然学校やそこで働くスタッフには、この厳しい状況を

乗り越える大きな力があると信じています。

　これからも全国の自然学校を応援していただけますと幸いです。
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【いぶり自然学校（北海道）】 

コロナ騒動以後、「なんとかなるさ」と「どうにもならない」という二つの対極的な感情

に苛まれ、悶々とした日々を送っていました。しかし、このような支援をいただけたお

かげで「どうにかしていこう」と前向きな気持ちが高まっています。そのようなきっか

けをいただけた本基金に、心より感謝申し上げます。 

 

【黒松内ぶなの森自然学校（北海道）】 

みなさまもこれまでとは違う生活で大変ななか、ご支援くださり本当に有り難うござい

ます。基金の期間中、みなさまからの応援を感じながら、小規模かつ短期間をベースに

した夏の事業を無事に終えることができました。秋には少人数ならではの自転車やカヌ

ーを取り入れた活動も実施し、新しい形での活動にも可能性を感じています。”今だから

こそ”の活動を黒松内町内や近隣市町村の子どもたち、保護者のみなさまと一緒にでき

ることに感謝し、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

【こども共育サポートセンター（北海道） 】 

この度は当団体へのご支援を頂き誠にありがとうございました。新型コロナウイルス感

染症拡大の影響を受け、事業の縮小を余儀なくされておりますが、こどもたち一人一人

がイキイキと成長する場を継続して提供するために、感染症拡大防止ガイドラインの作

成やスタッフへの周知徹底などを図りながらの事業運営を行っております。このように

ご支援を頂けたことは私たちにとって非常に心強い事です。頂きましたご支援を励みに

これからも子どもたちの成長のため事業を推進していきたいと思っております。今後と

もよろしくお願いいたします。 

 

 

【当別エコロジカルコミュニティー（北海道）】 

COVID-19 は世界中の人たちがいったん歩みを止め、自分たちの暮らしと社会をゆっく

り考える時間を与えました。私たち TEC は自然の中での体験からエコロジカルな社会を

作っていくことを目的にいこうと 2002 年に立ち上げ活動しています。最近では、野外

で授業をテーマに、日々の暮らしの中の自然と学び方の変革に力を注いでいます。皆さ

んのご支援と心を励みに、COVID-19 後を見据えて継続して行ければと気持ちを新たに

しています。ありがとうございました。 

 

 

【どんころ野外学校（北海道）】 

皆様のご声援、ご支援本当にありがとうございました！大地に足をつけ空を仰ぎ頑張っ

ていきましょう！ 

 

 

 

 



 

 

【つがる野自然学校（青森県）】 

多大なるご支援をいただきありがとうございます。次世代に自然の素晴らしさを伝え、

しなやかでたくましい子となることを願いつつ、様々な体験を提供したいと思います。

更なる活動に邁進したいと思います。 

 

 

【くりこま高原自然学校（宮城県）】 

栗駒山の寒さは深まり、冷たい澄んだ空気の中で星空や朝焼けを見ることができる美

しい季節になりました。自然学校エイド基金にご支援いただいた皆様へ、心より御礼

申し上げます。お陰様で、今年の大変な状況の中でも、例年には遠く及びませんが、事

業を継続することができました。大きな困難の中で、これまで取り組んできた「冒険教

育」「環境教育」を通して、「生きる力を育む」という使命を改めて感じています。これ

からも、「自然と共生する持続可能で、平和で豊かな社会を創造する“人づくり”と“社

会づくり”」に励んで参ります。 

 

 

【自然学校キッツ森のようちえん（宮城県）】 

この度は、あたたかいご支援本当にありがとうございます。普段から、皆様の温かいご

支援のおかげで、活動できていると思っておりましたが、今回ほどそれを強く感じる

出来事は、ある意味ありませんでした。適切ではない表現かもしれませんが、そういっ

た声やご支援のおかげで、むしろもっと頑張ろうと思い直す、いい機会をいただいた

気持ちです。ぜひ今後とも自然学校キッツ森のようちえんをよろしくお願いいたしま

す！ 

 

 

【あぶくまエヌエスネット（福島県）】 

体験活動を通じて、子どもたちの元気と笑顔が湧き出るような活動を、いつどんなこ

とがあっても、子どもに寄り添う大人がいる、自然学校がある！！コロナ禍において

新規にコロナのガイドラインを設け考えられる感染予防策を徹底しながら、子どもと

関わるに至っています。現状の運営はギリギリのところまで来ています。ですが今回

「自然学校エイド基金」にご賛同をいただき、前に進む勇気が出ました。ここに深く感

謝し、御礼を申し上げます。 

 

 

【サシバの里自然学校（栃木県）】 

この度は誠にありがとうございます。このコロナ禍においてこれまで我々が育んでき

た人々と手と手を取り合いながら行うような自然の中での体験活動の実施が困難とな

ってきてしまいました。しかし、そのような状況の中でも、サシバの里自然学校ではオ

ンライを活用した自然とのふれあいの機会、三密を避けながらの少人数での体験活動

を再開しつつあります。まだまだ先の見通せないコロナ禍ですが、自然体験の重要性、

必要性を幅広く伝えていければと考えています。今後とも引き続きどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 



 

 

【栃木カヤックセンター （栃木県）】 

期間中、様々な励ましのお言葉もお寄せ頂きまして皆さまに勇気と元気をいただき、

前を向くことが出来ました。また、プロジェクトをＳＮＳ等で幅広く声掛けしてくだ

さった皆様にも合わせてお礼申し上げます。ご支援いただいた方々の気持ちにお応え

出来るよう、大切に活用させていただきます。本当に有難う御座いました。 

 

 

【那須高原自然学校（栃木県）】 

多くのご支援をいただきありがとうございました。少しずつ活動を再開し、秋にはツ

リークライミングや登山などの日帰りプログラムを実施しました。普段と違う環境の

中で過ごす子ども達にとって、リフレッシュの場にもなっていたら幸いです。来たる

冬には、子ども達が那須の自然に触れる機会を作るために、いただいた寄付金を活用

し、スキーや雪遊びなどのプログラムを企画します。この度は本当にありがとうござ

いました。 

 

 

【あかぎの森のようちえん（群馬県）】 

コロナ禍の影響を受け、活動に多大な影響を受けてしまった団体への支援をいただき

感謝いたします。今までのように体験活動を提供していくことはまだ叶いませんが、

子どもたちが様々な体験を通して心の根っこを太くしていくお手伝いを今後もしてい

きたいと思っています。現代の子どもたちが「子どもでいられる今」という時間を大切

にするため、今後もできる範囲で体験活動の提供を行っていきます。たくさんのご支

援、本当にありがとうございました。 

 

 

【アドベンチャー集団 Do！（群馬県）】 

このたびは自然学校エイド基金にご賛同いただき、ご支援いただきましたこと、心よ

り感謝申し上げます。ご支援いただきましたお金は、宿泊型体験活動の再開に向けて、

密を避けて宿泊できるソロテントの購入費に充てさせていただく予定です。今年冬か

ら春までの体験活動はすべて日帰りで実施し、２０２１年夏期事業からは宿泊型体験

活動を再開する予定でおります。再開を心待ちにしている子どもたちに、今まで以上

に心に残る体験を提供することができるよう、頑張っていきたいと思います。 

 

 

【おにし青少年野外活動センター（群馬県）】 

自然学校エイド基金へのご支援、大変ありがとうございました。まだまだ元の様には

戻りませんが、踏ん張って乗り切りたいと思います。収束後は、今まで以上の活動がで

きるよう準備に努めたいと思います。 

 

 

【宮城蔵王自然学校（埼玉県）】 

この度は「自然学校エイド基金」にご支援いただきまして誠にありがとうございまし

た。人と人とが触れ合うこともままならない世の中が続きますが、こうしている間に

子どもたちは成長していきます。面と向かって叱ったり、頭を撫でて褒めてあげたり、

一緒に手を取り合って前に進んだりできる日が早く戻ることを願わずにはいられませ

ん。できることを進めて参ります。 

 



 

 

【千葉自然学校（千葉県）】 

全国の自然学校にご支援を頂きました皆様、千葉自然学校をご指定頂きました皆様に

心から感謝申し上げます。ありがとうございます。コロナ禍ではありますが、自然の中

で行う活動が益々必要とされる時代へとなって来ました。様々な事態に敏速に対応し

て行けるようスタッフ一同、日々頑張ってまいります。今後ともご支援のほど、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

 

【ヤックス自然学校（千葉県）】 

この度はたくさんの方から多くのご支援を頂きました。中でもヤックス自然学校をご

指定頂きましたキャンプ参加者、全国のキャンプリーダーOBOG、関係者、ご賛同頂き

ました皆様には心から感謝申し上げます。ありがとうございます。逆境に強いスタッ

フやキャンプリーダーではありますが、皆様の期待に少しでも応えられるよう、この

先も一歩ずつ努力してキャンプを実施して参ります。Let's jump out to nature！自然の

中へ飛び出そう！ 

 

 

【ECOPLUS（東京都）】 

力強い応援、ありがとうございました。エコプラスは、自然に近い暮らしから持続可能

な未来を探るプログラムを展開していますが、このウィルス感染の世界的拡大で、国

内外での宿泊プログラムがすべて停止しています。政府や企業が「持続可能な開発目

標（SDGs）」を推進しようとしていますが、現場で SDGs につながる学びを提供してい

るのは、中小の市民組織です。これからもご支援よろしくお願いします。 

 

 

【東京おもしろ野外学校（東京都）】 

ご支援いただいた皆様、この度は、ご支援いただきありがとうございました。コロナの

影響で事業の実施も危ぶまれる状況となりましたが、規模の縮小をしながらも安全に

子どもキャンプを実施することができました。参加してくれた子ども達そして保護者

の皆様もキャンプの実施を大変喜んでくれました。今後も皆様のご期待にこたえるべ

く、団体の活動を継続していく所存でございます。本当にありがとうございました。 

 

 

【国際自然大学校（東京都）】 

この度は、我々、自然学校にご支援いただき誠にありがとうございました。当方は、幸

いにも夏キャンプを皮切りに、秋、冬キャンプと事業を実施することができました。し

かし、その運営は非常に厳しく、現場で子どもたちと向き合う職員・スタッフの努力は

筆舌に尽くし難いものです。それでも「子どもたちの体験を止めない！」を合言葉に職

員・スタッフ一丸となって突き進んできました。そして今後も皆様からのご支援頂い

た気持ちを胸に「いつでも、どこでも、だれでも」自然体験活動が出来るよう職員・ス

タッフ一同尽力して参ります。 

 

 

 

 

 



 

 

【ドルフィンスポーツアカデミー（東京都）】 

この度はたくさんのご支援、誠にありがとうございました。自然学校を取り巻く環境

はまだまだ厳しい状況ですが、これからも他の自然学校と連携・協力をし、子どもたち

の自然体験の場を提供し続けていきたいと思います。ドルフィンスポーツアカデミー

は前身の組織から通算して約 40 年間活動を続けてまいりました。この先 50 年、100

年と次世代にタスキを渡せるよう、自然学校という火が消えないように踏ん張ってい

きます！ 

 

 

【日本エコツーリズムセンター（東京都）】 

みなさまの温かいご支援に、心から感謝いたします。日本エコツーリズムセンターは、

全国で活躍する自然学校や地域づくりを進めるメンバーのネットワーク団体です。「人

と人が出会う」「地域に人を呼んで交流する」ということに重点を置いて活動してきま

したが、コロナ禍で今多くの仲間たちが新しいことにチャレンジをしています。エコ

ツーリズムで地域を元気に、の合言葉でこれからも仲間たちと一緒に、自然の中での

学びを発展させていきたいと思います。 

 

 

【ひの社会教育センター/ひの自然学校（東京都）】 

ひの自然学校では緩やかに事業を再開し、子ども達の笑顔がまた戻りつつあるものの、

この数か月の間に子どもたちの生活リズムの変化や体力の低下など、直接体験がもつ

力の強さを再認識したところです。みなさんのご支援により、また次の子どもたちへ

機会を繋ぐことができました。これからも応援よろしくお願いします！ありがとうご

ざいました。 

 

 

【まなび創造アカデミー（東京都）】 

この度は皆様の温かいご支援をいただきまして、誠にありがとうございました。子ど

もたちにとって、体験から学ぶことの大切さや必要性を今後も広めていきたいと思っ

ています。子どもたちに、学ぶことの楽しさを伝えてまいります。皆様のご支援に感謝

いたします。ありがとうございました。 

 

 

【木風舎（東京都）】 

ご支援、本当にありがとうございます！一時は「明けない夜はない」とひたすら信じて

頑張る状況でしたが、そんな中で皆様からのお気持ちが届くたびに、本当に心に沁み、

勇気が湧きました。皆様の温かなお気持ちを糧に、これからも毎日頑張っていきたい

と思います。「コロナ後」の社会が、「コロナがあったからこそ、こんなことやあんなこ

とが、できたよね」と言える社会になることをめざして。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【 野外遊び喜び総合研究所 あばれんぼキャンプ（東京都）】 

たくさんのご支援、誠にありがとうございました。今後もあばれんぼキャンプは「全て

の子どもたちが走り回り輝く社会の実現」を目指し、事業を実施して参ります。皆様か

らのご支援は有効に活用させていただきます。引き続きご支援よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

【野外教育事業所ワンパク大学（東京都）】 

自然学校エイド基金を通じて、ワンパク大学へのご支援本当にありがとうございまし

た。コロナ禍の中、子どもたちには不可欠な自然体験を 6 月以降、何とか再開し、継

続することが出来ました。可能な感染防止策を実施しながら、毎年実施してきた各地

での宿泊事業としてのサマーキャンプ。宿舎宿泊もあれば、テント宿泊も実施し、野外

炊事も行いました。おかげさまで、参加者や保護者からは、参加させて良かったと喜び

のお声をいただいております。今後も学校ではできない体験の場を提供していきます。

今後もご支援ご協力をお願い致します。 

 

 

【遊心（東京都）】 

皆様からの心からのご支援、本当にありがとうございました。いただきました、たくさ

んのお気持ちを胸にこれからも、スタッフ一同頑張ってまいります。身近な自然で命

の大切さを学ぶ、そんな自然体験活動を続けます。ありがとうございました！ 

 

 

【オーシャンファミリー （神奈川県）】 

この度は、「自然学校エイド基金」を通しまして、多くの方々にご支援をいただき誠に

ありがとうございました。当団体は、新型コロナウイルス感染の影響により、3 月から

事業を縮小して行ってきました。この度の皆様からの心温まるご支援に改めて感謝す

ると共に、これからも指導者一丸となって、海や自然の中で元気に育つ子ども達の活

動を継続していきますので、これからも応援をよろしくお願い致します。 

 

 

【神奈川シニア自然大学校（神奈川県）】 

この度は自然学校エイド基金を通じて当校にご厚意をお寄せくださり、ありがとうご

ざいました。本年度はコロナ禍による主催講座中止に伴い収入がゼロとなり、運営に

大きな支障をきたしています。ご寄付は 2020 年度の運営維持費に充当させていただき

2021 年度の講座開講を目指します。事務局一同、引き続き努力してまいります。どう

ぞご期待ください。 

 

【くすのき自然クラブ（神奈川県）】 

この度は、多くのみなさまにご支援いただき本当にありがとうございました。活動中

止で挫けそうな時に、知っている方から、そして初めましての方から支えられている

ことに大きな力をもらいました。こうした皆さんのお気持ち、ご支援を糧に、自然と人

とをつなぐ「くすのき自然クラブ」は前に進むことができます。ご支援いただき、本当

にありがとうございました。 

 



 

 

【湘南自然学校（神奈川県）】 

この度は皆様から温かいご支援を賜りまして誠にありがとうございました。職員一同

皆様からのご支援に応えるべく、心を新たにし取り組んでいこうと考えております。

特にコロナ禍において、子どもたちが自然の中で活動する機会が少なくなっている現

状を踏まえ、子どもたちに笑顔が戻るような活動を行っていこうと思います。重ねま

して、ご支援ありがとうございました。 

 

 

【ナップこども自然学校（神奈川県）】 

この度は A-PORT【自然学校エイド基金】を通じてご支援を賜りましてありがとうござ

いました。頂戴しました支援金は、今後の活動のために大切に活用させて頂きます。今

後、こども達の成長に必要な自然体験教育活動を継続していくためにも、引き続き皆

様のご支援・ご協力をお願い申し上げる次第です。最後に、一日も早い事態の収束と皆

さまのご健康を心からお祈り申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【森環境教育事務所（神奈川県）】 

ご支援いただき、ありがとうございます。当事務所は、新型コロナ感染の影響を受けて

２月から指導者養成、自然体験活動事業ともに休止していましたが、今月より子ども

の自然体験行事を開催することにこぎつけました。まだまだ参加者は少ないのが実情

ですが、来月に計画している指導者養成講座も最小催行人員に達し、ゆっくりと活動

再開の兆しが見えてきました。今後ともご支援いただいた皆様のご期待に添えるよう

努力して行く所存でおります。 

 

 

【あてま森と水辺の教室ポポラ（新潟県）】 

この度は「自然学校エイド基金」にご協力いただきまして、誠にありがとうございま

す。また、あてま森と水辺の教室ポポラを指定してご支援いただきました方、改めてお

礼申し上げます。皆様からのご期待に沿うべく、皆様が心の底から楽しめる自然体験

やプログラムの実施に努めて参りたいと思います。そして、老若男女問わず、地域・自

然の良さが伝わるべくより一層励んでいきますので、今後とも「あてま森と水辺の教

室ポポラ」をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【五頭自然学校（新潟県）】 

人類が招いた地球温暖化に伴う様々な弊害で、多様な生き物、美しい自然、またその自

然とともに暮らしてきた日本の多くの文化が急速に失われようとしています。未来を

担う子供たちにありのままの今を体験してもらい、これから何をすべきか考え実行し

ていく手立てを示したい。「自然学校」というものの在り様を、これからも模索し続け

ていきたいと思う。ご賛同いただきまして、誠にありがとうございました。感謝申し上

げます。 

 

 

 

 

 



 

 

【六日町観光協会（新潟県）】 

コロナ禍において困窮する自然学校業界にたくさんのご支援をいただきありがとうご

ざいます。今こそ子どもたちや若い子達に体験の機会が必要であると思っています。

それぞれの持ち味を活かし、連携しながらこれからの社会で求められる形を模索しな

がらも、体験の必要性を訴えながら前に進んでいきたいと思います。今後とも末長く

応援をいただければと思います。 

 

 

【ガイア自然学校とやま（富山県）】 

この度は自然学校エイド基金への支援をいただき、誠にありがとうございました。今

回のプロジェクトを通じて多くの皆様から支えられていることを改めて実感し、私た

ちの活動の意義を再認識し、とても勇気づけられました。これからも子ども達の未来

のために、事業を永続していけるようスタッフ一同力を合わせ邁進していきたいと思

います。今後とも応援よろしくお願いいたします！ 

 

 

【青空自主保育園おひさまぼっこ（石川県）】 

この度は温かなご支援を心よりお礼申し上げます。皆さまの想いが、子ども達に届く

よう、日々精進し、これからも子ども達がのびのびと自然の中で過ごす健やかな時間

を守っていきたいと思います。本当にありがとうございます。 

 

 

 

 

 

【ガイア自然学校（石川県）】 

必ず子どもたちの成長に役立ててまいります。心より御礼申し上げます。本当にあり

がとうございました！ 

 

 

 

 

【自然体験共学センター（福井県）】 

自分たちへの支援への感謝はもちろんですが、メッセージを見て、一緒に参加した活

動が思い浮かび”あきらめてはいけない！”と感じると同時に、自分自身の活動の可能

性を改めて考えさせられました。アウトドアを通じて、子どもたちへ実りある学び、体

験、思い出の場を作るために、もっとチャレンジを続けていきます。小さくとも、未来

につながる体験の輪をこれからも応援よろしくお願いいたします。 

 

 

【カントリーレイクシステムズ（山梨県）】 

コロナ禍で苦境に立たされた、わたくし共にご支援いただきありがとうございます。

自然の中では、室内に比べ３密が少ない活動が行えます。互いに感染予防対策をしな

がら、自然の中で過ごす心地よさを取り戻してゆきましょう。 

 

 

 



 

 

【キープ協会（山梨県）】 

皆さまからのあたたかいご支援、本当にありがとうございます。コロナによる社会や

教育の変化を受けて、自然の中での体験の場・学びの場をどのように創造・提供してい

けるか？今はその模索を続けています。取り巻く状況は厳しいものですが、前を向き、

歩みを止めず、コロナ時代における自然学校の新たな価値や役割を、ここ八ヶ岳・清里

から発信できるよう、皆さまからのお志を使わせていただきたく思います。状況が落

ち着き、皆さまと清里でお会いできる日が来ることを、心より願っています。この度は

どうもありがとうございました。 

 

 

【富士山登山学校ごうりき（山梨県）】 

大変お世話になっております。「自然学校エイド基金」の主旨をご理解頂き、温かなご

支援を頂戴しまして心より感謝申し上げます。今年の富士山は、新型コロナウィルス

の影響により開山しませんでした。一日も早く終息し、平和な日々が戻ってくること

を願っています。神秘であふれた奥深い富士山ならではの大自然の時間を、楽しんで

いただけるようにスタッフ一同で準備したいと思います。引き続き、どうぞよろしく

お願い致します。 

 

 

【グリーンウッド自然体験教育センター（長野県）】 

この度はご寄付をいただき、誠にありがとうございます。スタッフ一同、心より感謝申

し上げます。「思い通りにいかないことを楽しむ」とキャンプでこどもたちに伝えてい

た私たちが、コロナという先が見えない今、試されているのだと感じています。ピンチ

はチャンスを体現し、こどもたちが思う存分遊び、成長する喜びを得られる場を続け

ることが、こどもたちに「素敵な大人の後ろ姿」となることと信じ活動して参ります。

今後とも応援よろしくお願いいたします。 

 

 

【蓼科・八ヶ岳国際自然学校（長野県）】 

この度はご支援有難うございます。予想を超える新型コロナウィルスの影響の長期化

に学校利用をはじめ子供キャンプなどの相次ぐ中止が続き多大な影響を受けておりま

す。自然体験活動の普及と実施の継続に大変助かります。有効に使わせていただきま

す。 

 

 

【なみあい育遊会（長野県）】 

自然体験活動へのご支援、本当にありがとうございます。みなさまのお志が、この活動

の元気の種となったように思います。がんばります。今後ともどうかよろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【やまぼうし自然学校（長野県）】 

やまぼうし自然学校が提供する自然体験活動は、大人から子どもまで、今一番必要と

される「生きる力」を養います。身近な森林について学び、資源として活用すること、

楽しむこと、「本物」の実体験から自らが「できること」を「考え」「創造・想像」し「行

動できる」人を育てます。皆様からのご支援は、自然学校継続のために新たな顧客（個

人）向け事業資金とさせていただきます。 

この度は貴重なご支援を賜り、心より御礼申し上げます。 

 

 

【わおん（長野県）】 

この度はご支援をいただきまして、本当にありがとうございました。今年度はなかな

か思うように活動ができませんでした。それでも、新型コロナウイルス感染症の状況

が少し落ち着いたときに、こどもたちと自然の中で関わることができ、こどもたちの

ハイテンションと笑顔を見て、改めてその必要性を実感したところです。これからも、

こどもたちがもっと元気に輝く地域を目指して、体験活動を続けられるように工夫し

ていきたいと思います。 

 

 

【アウトドアサポートシステム（岐阜県）】 

この度のご支援、誠にありがとうございます。雪の少なくツアーの少ない冬から、新型

コロナウイルスで 5 月から 7 月の修学旅行がすべて延期、中止となりました。夏の活

動も定員をおさえてもなお満席には至らず苦しい活動でした。みなさんの温かいご支

援で活動の継続をすることができました。9 月からは延期になっていた修学旅行の受

け入れも始まりました。まだまだ予断を許さない状況ですが、自然の中で免疫力を高

められる活動を提供していきます。ありがとうございました。 

 

 

【Earth Communication（静岡県）】 

多くの皆さまからご支援をいただき、誠にありがとうございました！私たちは多くの

皆さまに支えられていることを、改めて強く感じました。新型コロナウイルスにより

多くの活動が中止となってしまいましたが、皆さまからいただいた想いを大切にし、

子どもたちのため、自然のため、持続可能な地球環境・社会のために、これからも自然

体験活動に取り組んでいきます！！この度は誠に、ありがとうございました！！ 

 

 

【Big Mountain Ranch （静岡県）】 

ご支援いただきありがとうございます。沢山の方に応援いただき事業の継続、そして

より良いプログラムの提供で子供たちへの成長に寄与できるよう心掛けていきたいと

思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【ホールアース自然学校（静岡県）】 

みなさま 懐かしいお名前の方、初めてお聞きするお名前の方、ありがとうございま

した。みなさまも同じ様に影響を受けている事でしょうに、暖かなお心ありがとうご

ざいました。私達人間は、地球の主人でも支配者でもない事を長い間忘れていたよう

です。目に見えない小さな生物も等しく、地球の仲間、様々な生命体の連鎖の中で、活

かし生かされて、人も生きている。自然学校は、改めて、その事を体験を通して伝え続

けて行きたいと思います。心の支えをお贈り下さり、ありがとうございました。 

 

 

【大杉谷自然学校（三重県）】 

ご寄付をいただき本当にありがとうございました。頂きましたご寄付は皆様の応援を

胸に大切に活用してまいります。今年はコロナの自粛期間により、自然の気持ち良さ、

楽しさ、そして尊さをより強く感じることができました。この自然体験の素晴らしさ

を、今後も途切れさせず多くの方に伝えられるよう歩みを続ける所存です。今後とも

ご支援をお願いしますと共に、大杉谷の自然の中でもお会いできる日が来ることを願

っております。 

 

 

【こそだてママ net☆（京都府）】 

このたびは、自然学校エイド基金のクラウドファンディングにご協力いただき、誠に

ありがとうございました。今回のコロナ禍により、全国の自然学校が打撃を受け、当法

人も例外ではありませんが、皆さまからいただいたご支援により、今後も子どもたち

の自然体験活動や子育て支援活動を続けていきたいと思っていますので、今後とも応

援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【青少年野外活動総合センター（京都府）】 

コロナの影響は、私たちに多大な打撃をあたえました。子どもキャンプでは春夏の行

事はほぼ停止し、9 月からようやっく回復してきました。しかしもとにはもどらず、財

政的に厳しい状態が続いています｡子どもキャンプ以外の業務によって、なんとかとど

まっています｡今は来春からの正常化にむけて、準備を進めています｡子どもたちを取

り巻く状況が変化し、私たちの役割も大きくなりました。新しい活動展開を模索しつ

つ、次のステップに進む所存です｡皆様このたびはまことにありがとうございました。 

 

【ポジティブネイチャーズスクール（京都府）】 

ご支援いただいた皆様本当にありがとうございました。金額以上に皆様からの応援が

スタッフにとって何よりの支援となりました。 

 

 

 

 

【大阪府青少年活動財団（大阪府）】 

このたびは、当財団へのご支援、まことにありがとうございます。大阪を始めとする関

西の子どもたちに、このコロナ禍のもとでも心に残る素晴らしい体験を届け続けるべ

く、わたしたちもがんばります。どうぞ引き続きのご支援を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

 



 

 

【ナック（大阪府）】 

私たちの活動にご支援をいただき、ありがとうございます。お寄せいただいたご厚意

はナックの事業発展に活用させていただき、子どもたちと日々笑顔で活動できるよう、

皆さまのご支援にこたえるべく邁進してまいります。今後ともご支援をいただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【ピープルアクティブライフ（大阪府）】 

ＮＰＯ法人ピープルアクティブライフです。未曾有の状況下で 15 周年を迎え、幕を下

ろすことなく存続できた事、一重にご支援くださった皆さまのおかげと感謝申し上げ

ます。これから先もＰＡＬの目指す、生きる力を育むプログラム 6 つのねらい（感情

豊かにする・自己肯定感を育む・協調性を高める・コミュニケーション能力を高める・

探究心を育てる・信頼関係をつくる）を大切に活動を続けてまいりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

 

【棚田 LOVER’s（兵庫県）】 

この度は本当にありがとうございます！自然体験を通じて、美しい棚田を未来の子ど

もたちにつないでいきますので今後ともご支援ご指導よろしくお願いします。 

 

 

 

【隠岐しぜんむら（島根県）】 

この度はエイド基金にご賛同いただき誠にありがとうございます。当団体は地域づく

りにおける課題解決のため、自然環境教育やエコツーリズム活動、野生動植物調査を

取り組みの主体とし、地域住民や島外者など幅広い人々を対象に、自然環境の現状や

課題を提議し一緒に考えてもらいながら、自然保全のための取り組みを実施していき

ます。ご支援頂きました資金に関しましては、環境教育、保全活動に是非活用させて頂

きます。改めまして皆様の温かいご支援に感謝申し上げます。 

 

 

【ひろしま自然学校（広島県）】 

本年 6 月まで完全休業となりましたが、7 月より少しずつ活動を再開することができ

ました。コロナ以前の活動に戻ることは難しいですが、コロナ禍での活動のあり方を

模索しながら少しずつでも前進していきたいと思います。このたび、温かいメッセー

ジとともにご支援をいただきました皆様に心よりお礼申し上げます。皆様のご支援に

たくさんの勇気をいただきました。感謝！ 

 

 

【自然スクールトエック（徳島県）】 

思いのこもったご支援ありがとうございました！人と関わること、自然の中で遊ぶこ

とは特に子どもたちにとって、欠かせないものであるとコロナ禍で大いに学びました。

どうにもならない状況を受入れ、へこたれず、しぶとく、それを面白がって生きていく

チカラは、トエックのフリーキャンプでたっぷり培われます。より一層、質の高い場を

提供できるよう、ご支援を活かしていきたいと思っております。 

 



 

 

【をかしや（愛媛県）】 

この度は温かいご支援をいただき誠にありがとうございました。新型コロナウイルス

によって私たちは大きなダメージを受けましたが、改めて交流すること、コミュニケ

ーションの大切さを認識した気がいたします。仕事が減り時間ができたので、その時

間を利用して本を書きました。「もう一度会いたい」と思われる人になる〜インタープ

リターが伝えるコミュニケーションと探求の極意〜」というタイトルで学事出版より

出ます。よろしければご笑覧くださいませ。 

 

 

【土居自然学校（福岡県）】 

この度は、私たち自然学校への賛同をいただき、自然学校エイド基金として多大なる

ご支援を賜り大変ありがとうございます。おかげさまで最初のゴールを、そしてネク

ストゴールも達成することができ、自然学校の役割や自然体験の大切さを多くの方々

に知っていただくことができました。私は「もうひとつのがっこう」として自然学校を

運営し、学びの場、仲間づくりの場、人づくりの場、生活と暮らしの場づくりの活動を

してまいりました。これからもしっかりと活動してまいります。 

本当にありがとうございます。 

 

 

【FREE CAMP （福岡県）】 

ご支援ありがとうございました。株式会社 FREE CAMP｜国際自然大学校福岡校の野田

です。期間中、多くの方から支援を形にしていただくことで、改めて自然学校というも

のが「社会に必要なもの」と認識していただいていることを実感しました。また同時に

「応援してる」というメッセージがこんなにもチカラ湧いてくるものなのか…！と驚

きました。感謝とともに身の引き締まる思いです。皆様の信頼とご期待に応えられる

よう、前に進んでいこうと思います。引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【アイ・オー・イー（熊本県）】 

この度はＪＥＥＦを中心とした全国的な”自然学校応援団”のご理解とご支援を頂き

まして誠にありがとうございます！これからのＳＤＧｓを踏襲した日本、アジア、世

界の地域創生＆地域づくりをミッションとして担う、拠点の 1 つとして自然学校があ

り、その末席に連ねていただくべく精進してまいります。その様なミッションと皆様

方のご期待にお応えして行けます様、今後とも社会的な危機に負けることなく邁進し

て行きたいと考えております。 

 

 

【五ヶ瀬自然学校（宮崎県）】 

2 月末からのイベント中止、五ヶ瀬の里キャンプ村＆ゲストハウスの営業停止、7 月上

旬の熊本県人吉・球磨豪雨災害支援、9 月上旬の台風 10 号による椎葉村・五ヶ瀬町土

砂災害支援など、新型コロナウイルスの影響が強く、資金面、人材確保に苦労し、思う

ような活動が出来ておりません。自然学校エイド基金にご協力下さった皆様の思いを

糧に、少しでも社会の役に立てるよう、スタッフ一同頑張ります。今後とも応援お願い

いたします。 

 

 



 

 

【くまのみ自然学校（沖縄県）】 

誰もがコロナ禍で苦しいときですが、自然体験を支えてくださり本当にありがとうご

ざいます。再び自然体験がのびのびとできるようになったとき、みなさまをお迎えで

きるよう、今は踏ん張って頑張ろうと改めて思えました。フィールドで再び会えると

きを楽しみにしています！ 

 

 

【よみたん自然学校（沖縄県）】 

このたびは、たくさんのご支援を賜りありがとうございました。今夏は活動を中止せ

ざるを得ませんでしたが、その後、新型コロナウィルス感染症の対策を講じながら、活

動を少しずつ再開できるようになりました。皆様からいただいたご支援を大切に活用

させて頂きながら、これからも子どもたちの健やかな育ちと学びの場づくりのために

活動を継続していきたいと思います。引き続き応援をよろしくお願い致します。 
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