
    

 

 

 

 

 

 

 

  

2019夏！体験ボランティア 
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学校関係者の皆様へ 

 毎年チラシ等の配布に御協力いただき、ありがとうございます。今年も多くの児童・生

徒が夏の体験ボランティアに参加してくださいました。 

 「ボランティア」という言葉は、ラテン語のボランタールと言われ、自由・正義・勇気

を意味しています。ちょっとした勇気と優しい気持ちがあれば誰でもいつでもできる活動

です。参加してくださった皆さんは、ボランティアをした後にきっと「優しい」「さわやか」

な気持ちになれたことでしょう。 

 参加してくださった方のボランティア活動報告を掲載しておりますので、ご覧いただけ

れば幸いです。 

 来年度も、皆様の御協力を得て、夏の体験ボランティアを実施してまいりますので、御

理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

受入れにご協力いただいた施設・団体の皆様へ 

 夏の体験ボランティアの受け入れに御協力いただき、ありがとうございました。 

夏の体験ボランティアは「ボランティア活動を体験してみよう」という企画です。ボラ

ンティアに参加したことのない人にとって、「ボランティア」は未知の世界です。夏の体験

ボランティアは子どもからシニアまで、全ての方にボランティア活動を知ってもらうきっ

かけを用意する企画です。 

また、皆さんの仕事や活動を知ってもらい、将来の担い手を育む「未来への種まき」に

なる可能性もあり、多様な人との出会い・地域とのつながり・社会参加のきっかけにも繋

がる活動です。 

今後とも本事業につきまして、御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。  

 

令和元年 9月 

                

 

 

 

福生市社会福祉協議会 

ふっさボランティア・市民活動センター 

〒197-0004  

福生市南田園 2 丁目 13 番地１ 

℡042-552-2122/fax042-553-7532 



 受入れにご協力いただいた施設・団体  

受入施設・団体-1 

 

 

（順不同） 

種別 施設・団体名 

スポーツ FC ラックボーン 

国際協力 NPO法人海外に子ども用車いすを送る会 

自然環境 NPO法人自然環境アカデミー 

 福生水辺の楽校ボランティア 

福生七夕まつり 福生七夕まつり実行委員会 

文化・社会教育 福生市立 中央図書館 

 福生市立 武蔵野台図書館 

障がい者支援講習会 福生市聴覚障がい者協会 

 点字サークル「ほたる」 

 福生いとでんわ 

子育てサロン ふれあい子育てサロン ほっとひろば加美平 

 ふれあい子育てサロン ほっとひろば白梅 

学童クラブ 学童熊川クラブ 

 学童わかたけクラブ 

 学童田園クラブ 

児童館 田園児童館 

 熊川児童館 

 武蔵野台児童館 

障がい者・児童関係 放課後等デイサービス 歩っ歩 

 障がい者とボランティアグループ友の会 

 福生市生活介護事業所地域活動支援センター れんげ園 

 障害者支援施設 福生学園 

 指定就労支援事業所 麦わら帽子 

 青年学級にじのはらっぱ 

  



 受入れにご協力いただいた施設・団体  

受入施設・団体-2 

 

種別 施設・団体名 

高齢者関係 介護老人保健施設 ユーアイビラ 

 特別養護老人ホーム ヨコタホーム 

 特別養護老人ホーム サンシャインビラ 

 特別養護老人ホーム 第二サンシャインビラ 

 特別養護老人ホーム ことぶき苑 

 ツクイ福生デイサービス 

 ふそうケアセンター 

 あじさい北田園・あじさいリハビリテーション 

 ふっさマジック腹話術（慰問） 

保育園・幼稚園 加美平保育園 

 若葉保育園 

 すみれ保育園 

 東福保育園 

 熊川保育園 

 福生保育園 

 杉ノ子保育園 

 杉ノ子第二保育園 

 杉ノ子第三保育園 

 福生本町保育園 

 わらべつくし保育園 

 弥生保育園 

 ありんこ保育園 

 牛浜こども園 

 牛浜幼稚園 

 聖愛幼稚園 

 清岩院幼稚園 

 ふっさプレイパークを創る会 

その他 切手整理ボランティアグループ 

 ハイサイ！三線倶楽部 

 福生こども食堂実行委員会 

  



 2019 夏！体験ボランティア・実施報告  

実施報告-１ 

 

１ 年代別参加者数 
参加者 男 性 女 性 合 計   

小学生 24 65 89   

中学生 15 33 48   

高校生 2 28 30   

専門学校生 0 4 4   

短期大学生 0 3 3   

大学生 0 3 3   

一般 5 13 18   

合計 46 149 195   

平均年齢 14.7  13.7  14.0    

２ 参加者のお住まいについて 

福生市内 176   

   福生市外 19 

３ 情報経路について ※複数回答 【有効回答者数：169名】 

情   報  経  路 人  数 

 新聞折込 3 

 ホームページ 12 

 情報誌 『アクション』 3 

 福生市広報 19 

 社協広報 4 

 東京都広報 0 

 ポスター 2 

 学校 109 

 友人知人 28 

その他 9 

４ 活動先を選んだ理由について ※複数回答 【有効回答者数：169 名】 

理     由 人  数 

自宅に近い 48 

交通の便が良い 9 

活動内容が魅力的 88 

友人等が参加するから 47 

その他 52 
   



 2019 夏！体験ボランティア・実施報告  

実施報告-２ 

 

５ 申込みの動機について ※複数回答 【有効回答者数：169名】 

動     機 人  数 

ボランティア活動に興味があった 78 

社会に役立つ活動をしてみたかった 30 

将来、福祉関係の仕事をしたいから 24 

色々な人とかかわってみたかった 41 

学校の課題（レポート等）のため 22 

今までと違うボランティア活動に参加してみたかった 21 

その他 34 

・卒園生 

・兄弟姉妹が在園している 

・中堅教諭等資質向上研修の為 

・去年参加して楽しかった 

・図書館をよく利用するから 

・小さい子のお世話が好き 

・将来保育士になりたい 

・家族に勧められた 

・大学の推薦状に書けるように 

・福祉関係の仕事に興味があった 

６ 活動領域別参加者数 ※延人数 

活動領域 男 性 女 性 合 計 

 

スポーツ関係 1 0 1 

高齢者関係 7 14 21 

障害者関係 3 2 5 

児童関係・保育園 29 112 141 

子育て支援関係 2 7 9 

文化関係 0 7 7 

自然･環境関係 0 0 0 

講習会関係 4 15 19 

国際関係 0 5 5 

その他 9 20 29 

合計 55 182 237 

 

 

  



 2019 夏！体験ボランティア・実施報告  

実施報告-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保育園・幼稚園 ほっとひろば 

国際協力 

高齢者施設 

障がい者・児施設 

図書館 

点訳体験 

切手整理 

災害時の段ボールいすの作り方 
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 福生第１小学校 3年  

活動先：ふれあい子育てサロン ほっとひろば白梅/牛浜こども園 

《活動報告》 

お昼寝の時、子どもたちをトントンして寝かせました。プールで遊ぶ時に外側で見守りをしまし

た。幼稚園と保育園がつながってこども園が出来た事を初めて知りました。子どもたちは元気

でした。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１小学校 3年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

運動会で使う道具を作ったり、体操の時、園児に踊りを教えたりしました。先生の手伝いが

できてうれしかったです。また来年もやりたいと思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１小学校 4年       

活動先：ふれあい子育てサロン ほっとひろば加美平 

《活動報告》 

一人しか来なかったから、来年はもっときて欲しい。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１小学校 5年       

活動先：手話体験/ほっとひろば加美平/加美平保育園/牛浜こども園 

《活動報告》 

小さな子とふれあい、保育士さんやお母さんの大変さがわかりました。おむつの替え方や寝

かしつけ方を初めて知りました。手話体験では、身振りや口話があることを知ることができて良

かった。名前を教えてもらい出来るようになった。みんないい人で楽しかった。自分で手話を勉

強してみたい。来年も来たいです。ありがとうございます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２小学校 5年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

若葉保育園のすみれ組(年中)を担当しました。お手伝いの内容は、服を着がえる手伝いや

水遊びの相手をすることです。小さい子はまだ体が弱いので、力を入れすぎないように気をつ

けました。台風が近づいて来たので遊具にブルーシートをかけたり、一か所にまとめたりもしまし

た。保育園の先生は大変ですが、子ども達が喜んでくれるので来年もまた行きたいと思います。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２小学校 5年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

子どもの遊び相手や寝かしつけをやりました。ボランティアを通じて働くことは難しいなと思

いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２小学校 6年       

活動先：点字サークル「ほたる」 

《活動報告》 

7月 23日と 24日に福祉センターでほたるの点字をやった。パソコンで打って、初めはうまく

出来なかった。二日目からはすらすら打てて、詩などを 2 つも出来たからうれしかった。来年は

七夕のボランティアに参加したいし、ほたるの点字にも参加したいと思いました。ほたるのみな

さん、ありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 1年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

先生の手伝いが出来て、子ども達と一緒に遊べて楽しかった。来年もボランティアに参加し

てお手伝いをがんばりたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 1年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

寝かしつけでなかなか寝てくれず大変だった。運動会の衣装作りが楽しかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 2年       

活動先：NPO法人海外に子ども用車いすを送る会 

《活動報告》 

車いすが 100 個くらいあってすごかった。車いすを包むより、ふいたりする方が楽しかった。

かいと君とお姉さんがやさしくて良かった。全部楽しかったです。思い出になりました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 2年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

プールの中で一緒に遊んだ。レゴを作ってあげた。楽しかった。来年も行きたいです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 3年       

活動先：点字サークル「ほたる」/FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

ほたるは 3 回目の参加となりますが、基本からもう一度聞けて、復習できました。段ボールイ

ス作りは、楽しかった。地震のことを考えながら作りました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 3年       

活動先：ふれあい子育てサロン ほっとひろば白梅/牛浜こども園 

《活動報告》 

子ども園とほっとひろば白梅に行きました。こども園では子供達がすぐになついてくれて楽

しかったです。だからまた来年も絶対に行きたいです。ほっとひろば白梅では、ここがどういう

事をする場所かわかりました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 3年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

みんなとプールに入って、おいしいおやつを食べた。布団を敷くお手伝いをし、寝かしつけた。

トンネルを作り遊んだ。おもちゃをふいた。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 3年       

活動先：ふれあい子育てサロン ほっとひろば白梅 

《活動報告》 

おもちゃをきれいにふいた。赤ちゃんと遊んだ。マットを敷いたりおもちゃの片づけをした。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 3年       

活動先：NPO法人海外に子ども用車いすを送る会 

《活動報告》 

車いすがたくさんあってびっくりした。見えないほこりを探すのと、細かい所のホコリを取るの

がむずかしかった。車いすを包むのは簡単で楽しかった。汗をかいた後に涼しい部屋で食べる

ご飯はいつもよりおいしく感じた。お姉さんがわかりやすく優しく教えてくれて楽しかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 3年       

活動先：弥生保育園/FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

みんなと遊べた。シールなど飾り付けが楽しかった。いざとなったとき役に立ちそう。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 4年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

知らないことが体験できた。短い間だったけどみんなかわいくて楽しかった。給食がおいし

かった。疲れるけど、みんなの役にたったのが良かった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 4年       

活動先：福生アマチュアマジッククラブ（慰問） 

《活動報告》 

マジックで成功するより、失敗しても楽しくやることが大切だと思った。マジックで笑ってもら

えると嬉しかった。マジックをするのも楽しかった。またマジックで喜んでもらいたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 4年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

初めて「お兄ちゃん」と呼ばれたので、最初はドキドキした。少しづつ慣れてきて、そう呼ばれ

たことが一番の思い出で色んな子の笑顔が見られてよかったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 5年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

2歳クラスは言うことを聞かすのが大変だった。3歳クラスの着替えの手伝いをし、ご飯やお

やつを一緒に食べた。4歳クラスは色々な事が一人で出来る子が多く、あまり疲れなかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 5年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

小さい子たちが可愛かった。たくさん遊べた。手伝いも楽しかった。給食がおいしかった。保

育士になりたいと思った。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

子供と外で遊んだり、寝かしつけたり、おもちゃやロッカーの拭き掃除をしました。先生が優し

く声をかけてくれたし、大変だったけど楽しかったです。将来保育士になろうか迷っていたから、

とても良い経験になったと思いました。本当にありがとうございました。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

小さい子をずっと見ていて大変でした。保育士の人達はこれを毎日のようにしているからす

ごいと思いました。絵を描いていると「それかいて」とみんなに言われ嬉しかったです 。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

やよい保育園に 2 日間行きました。モップやそうじきをかけたり、机やいすを雑巾でふいたり、

おもちゃを消毒したりしました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３小学校 5年       

活動先：弥生保育園/FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方) 

《活動報告》 

最初は少し緊張したけど、小さい子たちが私のところに来てくれたので、一緒に遊ぶことが

出来ました。シャワーを浴びる時に服を着せたり脱がしたりしました。お昼ご飯の後は、掃除や

寝かしつけをしました。小さい子の口を拭いたり、遊んだり、本を読んだり出来ました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第４小学校 5年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

先生方がやる事を教えて下さり、難しい事もやってくれました。子供たちも「一緒に遊ぼ」と

言ってくれて、すごいなぁと思いました。来年も子ども園でボランティアをしたいと思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第４小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

幼児と乳児ではいろいろ違う。幼児の遊び方は、虫を探したりお山を作ったり水で遊んでい

る。乳児はあまり動いたりしない。幼児の方が大変だった。給食やおやつがおいしかった。また

行きたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第４小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

いろいろな体験が出来て楽しかったです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第４小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

小さい子の着替えや寝かしつけなどを手伝った。先生の大変さや楽しさがわかった。ボラン

ティアに行ったら弟が喜んだので、来年も参加したいです。良い経験になりました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第４小学校 5年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

やよい保育園で小さい子とふれあえたので、楽しかったし嬉しかったので良かったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第４小学校 6年       

活動先：福生アマチュアマジッククラブ（慰問） 

《活動報告》 

マジックをやるのは初めてだったが、小野さんが分かりやすく教えてくれたので楽しくできた。

参加した他の人ともなごめて安心した。本番の日、少し緊張したが、高齢者が喜んでくれて嬉

しかった。最後に高齢者全員と握手できて良かった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第５小学校 3年       

活動先：福生アマチュアマジッククラブ（慰問） 

FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

友達も出来て、オノックさんとも仲良くなれたから楽しかったです。マジックを完璧にできたの

で、やりがいがありました。またやりたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第５小学校 4年       

活動先：FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

非常時に役立つダンボールイス作りをしました。ダンボールでも強度があってすごいと思った。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第５小学校 5年       

活動先：わらべつくし保育園 

《活動報告》 

園児とぬり絵やカルタをして遊びました。小さい子はかわいかったです。給食を一緒に食べて、

お昼寝の手伝いをしました。廊下の掃除やプールの掃除、おもちゃをふいたりしました。園長先

生に「とっても助かった」と言われてうれしかったです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 2年       

活動先：福生市聴覚障がい者協会 

《活動報告》 

ゲームをして勉強になり楽しかった。来年も行って、ゲームをして難しいのを知りたいです。自

分の名前を手話で話せるようになりました。教えてくれてありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 3年       

活動先：ふれあい子育てサロン ほっとひろば白梅 

《活動報告》 

小さい赤ちゃんがかわいかったです。一緒に遊べて楽しかったです。初めてのボランティアは

疲れたけどまたやりたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 3年       

活動先：NPO法人海外に子ども用車いすを送る会 

《活動報告》 

私は今年ボランティアに初めて参加しました。わからないことをみんなが教えてくれました。

特に優しく教えて下さったのは、私の担当の林原さんです。お掃除の仕方も優しく教えてくれ

たし、みなさんとても優しくしてくれました。来年もやりたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 4年       

活動先：あじさい北田園・あじさいリハビリテーション 

《活動報告》 

編み物をしました。編み物ができるようになって、利用者さんと色々お話しができてよかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 4年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

小さい子とたくさん遊んで疲れた。小さい子をまとめるのがあまりできなかった。次は失敗し

たところを直していきたい。同じひまわり組しか行ってなかったから、次はいろいろな場所へ行き

たいです。自分の得意な持ち味をあまり生かして動いてなかった。足りないところを直したい。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 5年       

活動先：点字サークル「ほたる」 

《活動報告》 

点字ボランティアに参加して良かった。点字をあまり知らなかったが、学校の授業で点字をな

らいもっと知りたいと思ったので、参加した。良かったし楽しかった。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 5年       

活動先：福生市聴覚障がい者協会 

《活動報告》 

手話であいさつや自分の名前などを教えてもらって勉強になりました。身振りというのがす

ごいと思いました。空書きというのに興味を持ちました。耳が聞こえない人達は手話や身振り、

空書きでわかるというのがすごいと思いました。担当の人がとても優しい人でした。本当に良

い体験でした。教えてくれてありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 5年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

母が別の保育園で働いていて、いつもどの様な仕事をしているか知ることができて良かった

です。小さい子と遊んだり、1 日いっしょに過ごせて楽しかったです。久しぶりに食べた保育園の

給食はおいしかったし、保育園のどんなところが変わったかもわかって良かったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 5年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

子どもたちと遊べて楽しかった。また体験して次は違うクラスの子供たちと遊びたい。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第６小学校 6年       

活動先：FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

災害の時、ダンボールでのイスの作り方がわかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 3年       

活動先：点字サークル「ほたる」 

《活動報告》 

今回で 3年目の点字体験で、前より点字が早く打てるようになった。先生たちは間違えを直

してくれたり、優しく親切に教えてくれました。ありがとうございました。またやりたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 3年       

活動先：特別養護老人ホーム ことぶき苑/福生アマチュアマジッククラブ（慰問） 

《活動報告》 

ことぶき苑ではお茶やお菓子を配ったり、大変な仕事だと思いました。マジックは、練習で失

敗していたので本番で出来てよかったです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 4年       

活動先：福生いとでんわ/特別養護老人ホーム ことぶき苑/ 

FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

音訳はひらがなだけを読むのがむずかしかった。ことぶき苑ではオセロをしたり、お話しする

のが楽しかった。ダンボールいす作りは、シールを貼るのが楽しかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 5年       

活動先：わらべつくし保育園/FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方）/ 

あじさい北田園・あじさいリハビリテーション 

《活動報告》 

ダンボールいす作りは、簡単で楽しかったです。あじさい北田園では、かぎ編みをしてアクリル

タワシ作りをしたけど、難しくて何も作れなかったです。保育園では園児と遊んだり、掃除をしま

した。お菓子がおいしかったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 5年       

活動先：あじさい北田園・あじさいリハビリテーション/ 

FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

みんなと一緒にダンボールいすを作って、色々な飾りを飾って楽しかった。災害に役立つので、

災害になっても少し安心です。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 6年       

活動先：わらべつくし保育園 

《活動報告》 

自分が通っていた保育園で、年長、年少ともう一つ下の組のお手伝いをしました。プールの

時間はいっしょに入らなかったけど、ずぶ濡れになりました。先生に頼まれて紙を切り、子ども達

に王冠や剣を作りました。あげたらとても喜んでくれました。来年も行きたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 6年       

活動先：わらべつくし保育園 

《活動報告》 

保育園の先生の大変さが想像以上だった。先生方の負担を少しでも減らせるように、また

参加したい。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 6年       

活動先：わらべつくし保育園 

《活動報告》 

初めて参加できて良かったです。小さい子は大変だったけど、先生が優しかったです。もっと

色々とお手伝いをして先生の役に立ちたいと思います。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 6年       

活動先：わらべつくし保育園/FVAC（ハイサイ！三線倶楽部） 

《活動報告》 

保育園とハイサイ三線クラブでは、貴重な体験ができ、多くの事を学ぶことができました。あ

りがとうございました。来年も参加するつもりです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 6年       

活動先：点字サークル「ほたる」 

《活動報告》 

点訳をあまりしたことが無いので、すごく腕が痛くなりました。いつも点訳している人はすご

いと思いました。また次回もこういう体験をしたいと思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第７小学校 6年       

活動先：点字サークル「ほたる」 

《活動報告》 

初めてのボランティア体験だったけど、楽しく取り組むことが出来ました。本の点訳はなかな

かできない体験だし、集中してどんどん進んでいったので達成感がありました。今までやったこ

とのないことに挑戦できて、とても良かったです。また来年も参加したいと思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 1年       

活動先：聖愛幼稚園 

《活動報告》 

保育士体験をして仕事がどれだけ大変か学びました。保育士さんが子供達 10人に対して 1

人で対応していました。ひとりひとりに対応し、子供達に注意を払いクラスを見てました。子供達

はみんな元気でとてもかわいかったです。3日間の体験でしたが、大変さの中にもやりがいを感

じることができました。保育士という仕事は子供達と触れ合えて楽しいばかりかと思っていま

したが、実際には子供達に振り回されてまとめることがとても難しかったです。でも、子供達の

笑顔で大変さを乗りきることができました。また次回も参加したいです。ありがとうございま 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 2年       

活動先：聖愛幼稚園 

《活動報告》 

昨年に引き続き、聖愛幼稚園で小さな子を相手に先生の体験が出来て良かったです。クラ

スに来たみんなと接することが、昨年は出来なかったが今年は出来て良かったです。子供と遊

ぶだけではなく、物の片づけや昼食の準備など、色々な手伝いが出来て良かった。また来年も

体験できればいいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 2年       

活動先：特別養護老人ホーム ヨコタホーム/東福保育園 

《活動報告》 

こういうボランティア活動をするのは初めてでした。老人ホームでは車椅子に乗せて移動す

る体験がありましたが、けがをさせてしまったらどうしようと心配でした。車椅子操作の大変さ

や人への接し方など学ぶことができました。保育園では元気な園児たちと一緒にプールで遊

んだり、絵本を読んであげたりしました。来年は受験で参加できないのが残念です。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 2年       

活動先：福生市立 中央図書館 

《活動報告》 

今回、初めて図書館のボランティアをやってみたが、楽しくやることができた。本を元に戻す

時にお客さんが探しやすくすることや、本に貼ってある色などで分かりやすくしているところが、

小さな心づかいだなと思った。歴史的な資料がのっている本とかを、きれいにラベルはりするこ

とができた。 

今回とても楽しくでき、また感じたことがたくさんあったボランティアだった。またこのボラン

ティアをやってみたいと思った。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 2年       

活動先：福生市立 武蔵野台図書館 

《活動報告》 

武蔵野台図書館にて書架の整理、イベントの手伝い、乳幼児への読み聞かせ、おすすめの

本のポスター制作などをやりました。 

仕事を丁ねいに教えて下さり、様々な仕事を体験させていただきました。乳幼児や小学生と

も関わりのある、コミュニケーション力が必要な仕事だと思いました。雰囲気のやわらかい場所

でした。ぜひ、笑顔が素敵な方に体験してもらいたいです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 2年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

このボランティアで遊んだことや学んだことは、全部自分のためになると思っているので、

やって良かったと思いました。とても楽しかったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第１中学校 2年       

活動先：熊川保育園 

《活動報告》 

園児と遊んだり、掃除をしたり、プール遊びをしたりして 3日間過ごしました。先生の仕事を見

て、大変さが分かりました。忙しい時でも園児と遊んでいる先生を見て、すごいなと思いました。

この体験を通して、忙しくて大変な時こそ笑顔で人と接する大切さを知りました。今後の生活

に生かしたいです。来年も参加したいと思います。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 1年       

活動先：弥生保育園 

《活動報告》 

自分が通っているときにはわからない大変なことを先生たちがたくさん頑張っていてくれて

いるんだなと思った。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 1年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

私の夢は保育士になることで、この体験で子どもからも先生たちからも学ぶことがありまし

た。知らないところで先生たちが動いていて、それを手伝うことで大変さも知り、良い経験にな

りました。またボランティアに行きたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 1年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

３回目の参加で毎年楽しみにしている。子供達が「おねえちゃん、おねえちゃん」と言ってく

れてとてもうれしい。先生達のおてつだいをすると「ありがとう」と言われてまたうれしくなりま

す。来年も参加したい。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 1年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

先生がとても優しくいろいろなことが学べてとても楽しかったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 1年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

2 日間、保育園の体験ボランティアに参加し、保育園の仕事を知ることができた。体験ボラ

ンティアである私でも疲れたので、保育士さんは毎日もっと大変なことをしているのだろうと思

った。保育士さんは、結構体力が必要なのだと思った。とても疲れたがとても楽しかった。それに

保育士の仕事について知れたので、良い経験ができたと思う。来年も参加できるなら参加した

い。お世話になりました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 1年       

活動先：加美平保育園 

《活動報告》 

色々な人と触れ合えた。この福生にもこれだけの人がいるのかと思った。来年もボランティ

アに参加して、もっと色々な人と触れ合いたい。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 3年       

活動先：ふれあい子育てサロン ほっとひろば加美平/ 

FVAC(福生こども食堂実行委員会） 

《活動報告》 

子ども食堂に来た子供達の面倒をみました。特に勉強の手伝いなどをしました。食事を通し

て地域の子ども達と触れ合え、とても楽しくボランティアををすることができました。ほっとひろ

ばでは、遊びにきたお子さんを預かって、安全に気を付けながら一緒に遊びました。お子さんに

楽しんでもらえるように全力を尽くしました。赤ちゃんの気持ちはわかりにくいけど、お母さん

にも楽しんでもらえたかと思います。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第２中学校 3年       

活動先：牛浜幼稚園 

《活動報告》 

最初はすごく緊張したが、楽しく遊んだりお手伝いをさせていただくことが出来た。不安も

あったが先生方が優しく声をかけていただいて安心して活動することが出来た 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３中学校 1年       

活動先：杉ノ子第二保育園 

《活動報告》 

先生達は時間を無駄にせず、たくさんの仕事をしていることがわかりました。園児が自分で

イスや机を運んだり配膳の手伝いをすることに感心しました。特に年長さんは 3.4 歳児のコット

ンベッドを並べたりして、年下園児の見本となってえらいなと思いました。初日はとても緊張し

ましたが、子ども達がたくさん話しかけてくれたので、とても楽しかったです。一つの行動を終え

ると達成感があり、やりがいを感じました。掃除なども手を抜かず、園児の体調など細かいこと

も気づかう保育士さん達は本当に大変だと感じました。私は指示された事をやっていただけな

ので、保育士さんはもっと大変なんだろうと実感しました。今回は貴重な体験をさせていただき、

本当にありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３中学校 2年       

活動先：ありんこ保育園 

《活動報告》 

小さい頃から保育士になりたいと思っていたが、最近気持ちがゆれていたので自分の気持

ちを確かめるために参加した。今回体験させてもらった保育園はあたたかくて愛情いっぱいな

感じがした。色々な仕事をまかせてもらって大変だったけどやりがいがあった。とても楽しくて

良い経験になりました。また来年も参加したいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生第３中学校 2年       

活動先：ありんこ保育園 

《活動報告》 

ありんこ保育園には初めて行ったけど、先生達はすごく良くしてくれたし、園児たちも受け

入れてくれてうれしかったです。離乳食やミルクをあげることができて、とても貴重な時間を過

ごす事ができました。将来の夢の一つが保育士なので、今回参加しました。ボランティアに参

加してもっと将来の夢に近づけたのではないかと思います。とても良い経験ができました。また

来年も参加したいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 福生高等学校 3年       

活動先：清岩院幼稚園 

《活動報告》 

幼稚園は初めてで学ぶことが多かったです。幼児との関わり方など勉強になり、ぜひ来年も

参加したいです。将来福祉の現場に就くときに活かしていきたいです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 瑞穂第３小学校 2年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

運動会の準備を手伝いました。やることは簡単でした。水あそびをやり、家でやるときよりも

楽しかったです。来年も行きたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 南秋留小学校 2年       

活動先：あじさい北田園・あじさいリハビリテーション/ 

福生アマチュアマジッククラブ（慰問）/ 

FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

8月 9日マジックの本番がありました。緊張しましたが、またやりたいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 拝島第一小学校 6年       

活動先：わらべつくし保育園 

《活動報告》 

3日間体験ボランティアに参加しました。先生の仕事は思っていたより大変でした。先生がい

つもしてくれていたと思うとすごいと思いました。園児と仲良くなったり、遊んだりできてすごく

楽しかったです。自分から進んで活動できたと思います。分からないこともありましたが、先生

が細かく教えて下さったので、安心して参加できました。3 日間体験ボランティアに参加して楽

しんで取り組めたので良かったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 吉祥女子中学校 2年       

活動先：福生七夕まつり実行委員会/福生市立 中央図書館/ 

福生市立 武蔵野台図書館 

《活動報告》 

図書館 2 館と七夕祭りイベントスタッフに参加させて頂きました。どのボランティアの場にも

友人がおり、楽しく活動できました。図書館で普段何気なく見ている表示も、一つ一つ人の力

でやっていることを改めて知りました。カウンターだけではない裏の仕事が知れて、大変貴重な

経験となりました。 

イベントスタッフでは、その場その場で適切に対応することが求められました。将来、自分が

働くことは甘くないなと思い知らされとても良い経験になりました。本当にお世話になりまし

た。ありがとうございました。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 上野学園中学校 2年       

活動先：聖愛幼稚園/学童田園クラブ 

《活動報告》 

聖愛幼稚園では、プール遊び、おやつ、おままごと、昼食、ホールで運動や歌を行いました。

印象的だったことは園児との会話です。「一緒に遊ぼう」「となりで食べよう」などと誘ってくれ

ました。田園児童館では、主に小学生と遊んだり、見守りをしました。小学生も素直に話しかけ

てくれ、会話もはずみ楽しむことが出来ました。26日は流しそうめんを中庭で行いました。果物

やゼリーなども流し、みんなの笑顔に癒されました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 東京純心女子高等学校 1 年       

活動先：NPO法人海外に子ども用車いすを送る会/FVAC（切手整理） 

《活動報告》 

車いすの清掃が一番大変だった。暑い中、糸くずを一つ一つ丁寧に取る作業で、とても集中

力を使った。車いすを包装する作業がとても楽しかった。他国の方とお話ししたり、地域の方と

一緒にスイカを食べたりして、このボランティアに参加して良かったと思った。 

切手を分ける細かい作業だったけれど、小学生の子達と楽しく会話しながらだったのであっ

という間だった。とても楽しかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 東京純心女子高等学校 1 年       

活動先：NPO法人海外に子ども用車いすを送る会/FVAC（切手整理） 

《活動報告》 

今回私は羽村市の工場の駐車場にて、海外の子供達の車椅子を掃除し、プチプチで放送し

ました。思っていたよりも人数がとても多く、様々な国や人達が集まって交流できて良かったで

す。作業は大変でしたが、月に一度集まって子供たちのために活動することは、とてもいいなと

思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 都立昭和高等学校 1 年       

活動先：福生七夕まつり実行委員会/聖愛幼稚園 

《活動報告》 

七夕祭りのイベントスタッフのボランティアに参加しました。初対面の先輩スタッフの方々と

たくさん関わることができました。外での活動でとても暑かったのは大変でしたが、普段は見る

ことのできない七夕のステージ裏を見ることが出来たり、祭りに来る人々の安全ために働いた

り、とても良い経験になりました。今回は都合が悪くなってしまい、幼稚園のボランティアをキャ

ンセルしたので残念でした。また機会があれば参加したいです。 

  



 2019 夏！体験ボランティア・活動報告書（市外 小中高大）  

- 17 -  

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 青梅総合高等学校 1 年       

活動先：熊川保育園 

《活動報告》 

3日間保育のお手伝いや掃除をし、大変楽しく過ごせました。幼児と遊び方や接し方を先生

を見て学ぶことが出来ました。保育士さんは視野を広く持っていないと成り立たないので、常

に視野を広く持とうと思いました。この体験を今後の生活に活かしていきたいと思います。また

来年も参加したいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 UWC Dover Singapore 2 年       

活動先：若葉保育園 

《活動報告》 

これまで数々のボランティアをしてきたが、日本でのボランティアは今回が初めてでした。必

死でボランティアに応募しても高校生ということで断られていました。しかし運よく、福生市の

ボランティアセンターを見つけ、時期の合うものがいくつかありました。子供好きということも

あり、その中から迷わず若葉保育園を選びました。ボランティア初日から先生達は優しく、何も

知らない私に色々教えてくれました。子供達も最初は恥ずかしかったのか、皆先生の後ろに隠

れていたのですが、一時間もたてば子供達は打ち解けてくれました。思っていたより保育士は

大変な仕事で、子ども達の面倒やイベントの為の用意、工作など、多くのことを一度にこなさ

なければいけない仕事だと、この数日で実感しました。 

子供達と触れ合うことで、一人一人の性格が見れて、私の幼かった頃を思い出しました。こ

の数日で一番印象的だったのは、子供達からもらえるエネルギーの凄さでした。元気いっぱい

の皆と会えて良かったと思います。4 日という短い期間しかボランティアが出来ないことを後

悔しています。もっと長く一緒にいたかったです。この夏、若葉保育園で新しい事を多く学ぶこ

とができ、別れが淋しいです。ゆり組さんとの思い出は一生忘れないと思います。卒園する前

にもう一度帰って来たいです。この体験をさせて頂き、皆様に感謝しています。ありがとうござ

いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 青梅総合高等学校 2 年       

活動先：東福保育園 

《活動報告》 

今回保育園ボランティアは初めてではなかったのですが、今回担当した年齢が年長組さん

で、みんな気持ちなどを理解して、接してくれたのですごく楽しかったです。みんな「お姉さん遊

ぼう」「これ読んで」など、寄って来てくれて、最初なじめるか不安だったけど、すごく嬉しかった

し、楽しかった。子どもと触れ合うことは、機会がないとできない経験で、すごくいい経験がで

きて良かったです。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 帝京大学高等学校 2 年       

活動先：杉ノ子第二保育園 

《活動報告》 

私が通っていた保育園にボランティアに行ったので、懐かしいと思うことが何度かありまし

た。当たり前ですが、私が園児の時とボランティアの時は全然違って、思っていたより大変でし

た。保育士は思っているより体を使う仕事もあって、疲れる作業もありました。特に掃除をこま

めにやっていて保育士さんも保育園を大事に思っているんだと伝わりました。保育士さんはボ

ランティアの何倍も働いているんだと思うと、保育士さんはすごいなと思います。私がお世話

してもらった先生もこうやって色々大変なことを対処しつう、お世話してくれたと思うと感謝し

かないです。大変な作業もあったけど、その分子供達の楽しそうな姿を見れるのはとてもやり

がいがあると感じました。普段小さい子と話す機会がなかったので、ちゃんと遊べるか不安で

したが、子供達はたくさん話してくれたり遊んでくれて楽しかったです。驚いたのは、園児達が

自分で椅子を運んだり、片付けをしたり、食べ終わった皿を重ねてまとめたり、とても積極的に

動き礼儀正しかったことです。特にゆり組は配膳を手伝ったり、みんなを起こしてあげたり、しっ

かりお兄さんお姉さんとして動くことができてすごいと思いました。3 日間を通してたくさんの

事を学べました。本当にありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 上水高等学校 2年       

活動先：牛浜幼稚園 

《活動報告》 

幼稚園で園児と遊んだり、活動の見守りや補助をしました。園児の行動は予測できないの

で、相手の目線になって考えるように気を配りました。自分では出来て当たり前のことが、園児

にとっては難しいことだった時があったので、自分を基準とした考え方はよくないと改めて感じ

ました。様々な人の考え方を知りたいし、受け入れたいので、来年は違うボランティアに参加し

たいと思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 鷺宮高等学校 2年       

活動先：福生市聴覚障がい者協会 

《活動報告》 

去年も来たが、今年もとても楽しかったです。去年とは違う聴覚障がいの方の話が聞けてよ

かった。いつもは見ることしかなかったけれど、今日は自分も一緒にできたのですごく嬉しかっ

たです。でももう少し他の日常的に使う手話も知ってみたいと思った。手話検定もいつもやら

ないで終わるので、いつか挑戦したいと思った。日常生活ではあまり手話を使うことがないの

で、これからは少し使ってみようと思った。また手話関係のテレビも積極的に見ようと思った。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 青梅総合高等学校 2 年       

活動先：東福保育園 

《活動報告》 

東福保育園のボランティアに行きました。子供達とたくさん触れ合うことができ、貴重な経

験となりました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 瑞穂農業高等学校 3 年       

活動先：ツクイ福生デイサービス/すみれ保育園 

《活動報告》 

デイサービスセンターも保育園もとても優しくしていただきました。保育園では先生だけでは

なく子供たちも色々教えてくれてとても助かりました。ご飯もおいしかったです。デイサービスセ

ンターでは初日に色々と細かく説明してくれて、とても有難かったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 瑞穂農業高等学校 3 年       

活動先：すみれ保育園/ツクイ福生デイサービス 

《活動報告》 

すみれ保育園、ツクイ福生デイサービスに行った。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 瑞穂農芸高等学校 3 年       

活動先：杉ノ子第三保育園 

《活動報告》 

私は将来保育士になりたいので、とても学ぶ事が多い 3 日間でした。1 つ目は先生の子供

達への対応です。先生は一人一人に同じように接していて、私も保育士になったら気を付けた

いと思います。また、褒める時は褒める、怒る時は怒るの区別がはっきりしていました。2 つ目は

安全面です。これは園児から学びました。急に後ろから乗られた時に支えきれなくて後ろに倒

れてしまった事があり、園児には決して怪我をさせてはならないので、なるべく前かがみになれ

るような体勢でいることが大事だと感じました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 白梅学園高等学校 3 年       

活動先：牛浜こども園 

《活動報告》 

将来保育系に進みたいと思っているので今回のボランティアはとても有意義な時間になり

ました。可愛い子供達にとても癒され、たくさん元気をもらいました。会って一日も経っていない

のに、寂しがってくれて嬉しかったです。この経験を活かしてこれからの学校生活や活動をして

いきたいと思います。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 白梅学園高等学校 ３年       

活動先：聖愛幼稚園 

《活動報告》 

預かり保育の子供達と遊んだり、補助をした。（一斉活動、プール、自由遊びなど）童謡の伴

奏、弾き歌い、手遊び、読み聞かせをした。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 瑞穂農芸高等学校 3 年       

活動先：杉ノ子第三保育園 

《活動報告》 

とても楽しく、将来保育士を目指しているのでとても勉強になった。保育士さんの大変さを

改めて実感することができ、保育士になるために必要なところを知ることが出来た。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 木ツ野服飾大学 1年       

活動先：福生市聴覚障がい者協会 

《活動報告》 

今年も楽しく参加することができ、また新しい手話を学べて良かった。バイト先でも聴覚障が

いの方が来られることがあるので使えたらいいなと思います。NHKの手話講座も見ていて、こ

れからもどんどん手話を覚えたいと思いました。聴覚障がいの方の話を聞けて、気づけなかっ

たこととかも知れたので、とても貴重な体験になりました。また機会があれば体験したいです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 昭和音楽大学 3年       

活動先：学童わかたけクラブ/放課後等デイサービス 歩っ歩/ 

障害者支援施設 福生学園 

《活動報告》 

放課後等デイサービスでは、最初は子供達にどう関わっていけばいいか悩みましたが、一緒

に時間を過ごし、それぞれの子が持っている個性を尊重することの大切さを学びました。 

障がい者支援施設では、私が大学で専攻しているため、音楽療法の場面を多く見学させて

いただき、音楽療法士の方ともお話しでき、とても勉強になりました。学童では 1日目から子ど

もたちから積極的に話しに来てくれたり、遊びに来てくれたりしました。とても賑やかな様子が

見られて良かったです。ありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 貞静学園短期大学 1 年       

活動先：熊川保育園 

《活動報告》 

子供同士のトラブルが起きたときの先生の対応がとても勉強になった。毎日行くことで覚え

てもらえ、色んな子とたくさん遊べて良い経験になった。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人  

活動先：点字サークル「ほたる」 

《活動報告》 

細かい作業で少々疲れましたが、絵本に点字のシールを貼っていくと達成感があり、とても

楽しかったです。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人  

活動先：熊川保育園 

《活動報告》 

普段の仕事が主に小学生と関わる仕事をしており、今回のボランティアでは幼児と触れ合

えるためとても楽しみにしておりました。そしていざボランティアを始め、とても真っすぐで素直

なエネルギーのある子供に関わり、驚くこともありましたが、今の仕事で培った経験を活かし子

供達とも仲良くなり、とても実りあるボランティアとなりました。この経験を今の仕事や普段の

生活で活かしていきたいと思います。このような機会を与えて下さった「ふっさボランティア」に

は感謝致します。またボランティアしたいと思います。ありがとうございました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人  

活動先：あじさい北田園・あじさいリハビリテーション 

《活動報告》 

初めての参加であじさい北田園の月一カフェのお手伝いをした。カフェ形式だったので、入

居者の方達と密にお話しすることは、あまりなかったが、ケーキや飲み物の注文時には、積極

的に声掛けをして販売を行い、飲み物はおかわり自由だったので、空のカップを見ておかわりを

おすすめした。皆さん和やかに談笑されていて「ありがとう」と言われた時はとても嬉しかった。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人  

活動先：FVAC(災害時に役立つ段ボールイスの作り方） 

《活動報告》 

段ボール一枚で椅子ができることを知れてよかった。椅子に色々なデコレーションを出来て、

子供達の楽しそうな姿が印象的でした。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人  

活動先：福生市生活介護事業所地域活動支援センター れんげ園 

《活動報告》 

9 時から全員でラジオ体操、自己紹介をし、午前中は作業をした。11 時半から食事をし、13

時半サンシャインビラにて作業タオルたたみを行った。作業は真面目でびっくりした。翌日はラ

ジオ体操、牛乳パックをちぎる作業を行った。13時半から竹内まりあのビデオを見た。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人       

活動先：FVAC(福生こども食堂実行委員会） 

《活動報告》 

子ども食堂ってどんなところだろう？と興味をもっていました。実際にいってみると、解放され

た玄関にみんなが「おじゃましまーす！」と親せきのお家に遊びに来たように入り、誰もが「いらっ

しゃーい」と歓迎して迎える温かい場所でした。この光景は昔の日本の生活には当たり前にあ

った光景なのかもしれませんが、新鮮で懐かしい思いがしました。午前中は、子供たちが「今日

中に夏休みの宿題を終わらせるぞ！」とすごい勢いで学習していました。中学生のボランティア

のお兄さんは 4 年生や特別支援学校の子の勉強を優しく教えてくれていました。昼食の準備

は、近所のおじさん、おばさんも集まり調理をし、子どもたちは配膳を手伝い、大家族のような

カレーパーティーでした。新鮮な野菜のサラダや夏野菜の数々で栄養のバランスのとれた、美

味しいご飯も頂きました。食事の後は、みんなが自由に遊び合い、自然に小さな子やハンディ

をもった子は助けられる様子も素敵な光景でした。地域の中でこのような「居場所」があるこ

とは、色んな世代の人達にとてもありがたい場所であると感じました。この温かい空間でボラ

ンティアができたことはとても有難い経験でした。今後もお手伝いしていきたいと思いました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 社会人       

活動先：放課後等デイサービス 歩っ歩 

《活動報告》 

7/13 と 7/20 の 2 日間、放課後等デイサービス歩っ歩で夏体験ボランティアに参加しまし

た。ご担当の木澤さん、職員の皆様にはとてもお世話になりました。7/13 は羽村特別支援学

校の夏祭り見学付き添いと室内活動見守りを行いました。障がい児が楽しく日中の活動を行

えるように心がげ、声かけの方法等を優しくするようにしました。こちらの指示が通らない子や

夢中になると周りが見えなくなる子、皮膚が弱く怪我をしやすい子など、それぞれ特徴があっ

て大変でしたが、人懐っこい子供たちが多く、仲良く活動出来ました。7/20 は、あきる野学園

の夏祭り見学付き添いと田園児童館のお化け屋敷見学付き添いを行いました。活動日によっ

て、個別対応が必要な子もいるため全員に目を配るのは大変でしたが、子供達が楽しく活動

できる様に頑張って活動しました。 

どちらも貴重な体験となり、障がい児と関わる時の注意事項や活動内容を知れる機会とな

りました。歩っ歩では独自にボランティア登録や活動報告書、ボランティア中に知り得た個人情

報の取り扱いに関する同意書等を取っており、体制も整っている印象でした。楽しく活動できて

良かったです。ありがとうございました。 

  



    

 

 

 

「気づき・築きあい 認めあい 支えあい ともに生きるまち ふっさ」 

 

夏休みを中心に、日頃ボランティア活動体験をしたくても、

なかなか体験することのできない皆さんにボランティアを

体験していただきました。 

ボランティア活動の基本は、「自主性・主体性」と言われ

ています。今回の参加者の皆さんの申込み動機、選択理由を

聞いてみると、「ボランティア活動に興味を持っていたので」

「活動内容が魅力的」という回答が大多数でした。 

この報告書は、ボランティア活動体験学習に参加した皆さ

んが自分の気持ちを素直に表現したものです。期待と不安で

始まり、慣れない場所や人との関係の中で、「挨拶、返事、

笑顔」など基本的なことだけどとても大切なことを学び、こ

の夏の体験を一人一人の心の財産として家庭や学校、職場で

必ず何らかの形で役立つものと信じています。  

 

                    

 

 

 

 

 


