
 

  

 

富里市では、社会貢献 

活動への関心を高めるため、市内 

の小学生を対象にボランティア体験を 

実施しています。   

今年も多くの団体の協力を得て 

子どもたちは団体の日頃の活動を体験 

することができました。 

令和元年度協働のまちづくり講座 



Aコース：給食サービス  ７月２５日（木）（参加者５名） 

Ｂコース：給食サービス  ８月１日（木）（参加者４名） 

Ｂ-2コース：給食サービス  ８月８日（木）（参加者４名） 

  

◆美味しく作れてよかった。 
◆楽しかった。 
◆好き嫌いがあったけど、カボチャや人参 
が食べられるようになりました。 

◆参加する前は、ちょっと難しいかなと思っ 
たけど、意外と簡単に作れて良かったで
す。 

◆お母さんがいなくても少しは料理ができる 
ようになりました。 

 

 

受入団体：富里市社会福祉協議会 

ボランティアセンター 
 

体験した感想 

体験した感想 

昨年に引き続き、多くの子どもたちに参加頂き、嬉しく思いました。今回３日間、普
段、給食サービスの調理として携わっているボランティアさんの協力を頂きました。子ど
もたちにも別紙作成した冊子を参考に、ボランティアについて、またお年寄りについて考
える一助になれば幸いです。 

《受入団体の感想》 

体験した感想 
◆とっても作り方がわかりやすくて、自分が嫌いだったナスが食べられるように 
なったので、とてもうれしかったです。私は一番美味しかったのがスープだっ
たので、お母さんにスープの作り方を教えてあげて、一緒に作りたい。 

◆ナスが苦手だったけど、マーボーナスにしたら、食べられるようになってうれし
かったです。思ったより簡単に作れたので、お母さんに言って一緒に作ってみ
たいです。 

◆先生方もとても明るくて、すごく楽しかったです。私以外、みんな 4年生という
ことで少し驚きましたが、みんな仲良くできたと思います。「お料理で季節を伝
える」ということはとてもすてきだな～と思いました。 

◆とてもわかりやすく説明していただけたし、とてもおいしい料理を食べさせても
らえましたので、大っ大っ大満足です!!ナスマーボ正直食べられるか心配でし
たが、反対にナス食べれるようになっちゃいました！ありがとうございました。
もう一度作りたいです！ 
 

◆ちゃんとお年寄りの人のことを考えて、栄養などに気をつけて
いるんだなぁって思いました。お弁当にして配っていることを
知らなかったので良かったです。 

◆マーボーナスの作り方がわかって良かったし、みんなで協力
して作れて良かったし、おいしかったし、1人で暮らしている人
はこういうものを食べていることを知れて良かったです。 

◆お年寄りの方が食べているお弁当を実際に作って食べて、い
ろんなことが体験できて良かったです。お一人のお年寄りの
方にお弁当を月一で配っているなんてすごいと思いました。 

◆家でも学校でもやったことのない切り方が知れて楽しかった
です。今後、家でも学校でも活かしたいです。 

 
 

 

富里市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、富里在住の独り暮らしの

方に手作りのお弁当を配っています。（８月を除く毎月第２または第３木曜日） 

給食サービスのレシピをもとに協力しあい、お弁当を作ることができました。 



Ｃコース：里山保全活動 8月７日（水）（参加者 10名） 

Ｄコース：慰問活動  ８月１６日（金）・１８日（日）（参加者 1５名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受入団体：ｵﾗｷﾉ・ﾏｲｶｲみちこﾌﾗｽﾀｱｼﾞｵ 

 協力施設：はなみずきの里（18日） 

 

８月１６日（金）にサポートセンターで「Loveｌy 富里フラソング」の振付の練

習を行い、１８日（日）に「はなみずきの里」でお披露目をしました。入居者の

みなさんは、かわいいフラガール・フラボーイの踊りに喜ばれていました。 

 

子どもたちのみなぎる活力が、おじいちゃんおばあちゃん

に元気をあげられたのではないでしょうか。 

 

《受入団体の感想》  

受入団体：特定非営利活動法人 

NPO富里のホタル 
 

天神谷津で休憩所を整備したり、丸太を運んだりしました。天神谷津に生

息する虫や植物について、色々教えていただきました。天神谷津の水辺に

生息するザリガニの捕獲にも挑戦しました。 

◆いろんな虫が見つけられて楽しかったし、休憩する場
所を直せて良かったので、またやりたいです。 

◆いつもホタルの会の皆さんがやっていることがをでき
て、私の心もポカポカになりました。だから、できるだ
けボランティアをたくさんしたいです。ホタルの会の皆
さんも頑張ってください。 

◆動植物が好きなので良かったです。楽しかったです。
また来年も参加したいです。 

◆休憩所を作りたい、いろんな生物を探したりして楽し
かったです。 

◆自然にふれあえた。 

 

体験した感想 

休憩所の丸太イスを新しいものに交換作業を行った。目に見えて達成感が

あったのではと思った。休憩時に虫の話を熱心に聞いたり、自由時間の昆虫採

取や生き物ビンゴゲームに熱中する子どもたとの様子を観て、里山に興味をい

だいてくれていると感じた。 

 

◆楽しかったです。おばあちゃんおじいちゃんが楽しんでくれ
て良かったです。 

◆参加して良かったです。おもしろかったです。ありがとうご
ざいます。 

◆今日、緊張したけど楽しかったです。 
◆今日できてとてもうれしかったです。またやりたいです。 
◆とても楽しかったです。来年もやりたいです。 
◆とても楽しく踊ることができたので良かったです。大人の方
たちが笑顔で踊っていたのがとても素敵で、私もそんな人
になれたらいいと思いました。素敵なレイもプレゼントして
もらえたので、大切にしたいです。また機会があればフラ
ダンスを踊ってみたいです。 

 

 

体験した感想 

《受入団体の感想》 



Ｅコース：絵手紙作成  7月２６日（金）（参加者 4名） 

Ｆコース：絵手紙作成  ８月２日（金）（参加者 4名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受入団体：絵手紙サークルつくしんぼ 

 富里市社会福祉協議会ボランティアセンターで実施している給食サービス

に添える絵手紙を描く体験をしました。初めは用紙からはみ出すように描くの

は難しそうでしたが、コツを覚えるとどんどん上達していきました。この葉書が

届いたおじいちゃん・おばあちゃんは、喜ばれたことと思います。 

◆すごくうまく描けたのもあるけど、にじんじゃった
のもあるけど、すごく楽しかったし、来年もまた参
加したいです。先生にいろんなコツとかを教えて
もらっていろんなことがわかりました。 

◆絵手紙は３回体験したことがあって、今年で６年
生なのでもうできないと思っていたので、今回絵
手紙の体験をすることができてよかったです。先
生方の絵がとても素敵で、こんな絵がかけるよう
になりたいと思いました。こんな絵でも役に立つこ
とができたらうれしいです。 

◆絵手紙を書くのは、2回目だったけど、いろんな
題材があり、たくさんの絵手紙が書けました。1人
で暮らしているおじいさん、おばあさんには、何を
渡そうか迷ったけど、落花生の絵手紙がいいねと
言われました。喜んでくれるとうれしいな。 

◆絵を書くのがすきだったので、おもしろかったで
す。それに自由にかけるのも良かったです。絵手
紙もまた書いてボランティアをしたいです。 

 

体験した感想 

◆最初は難しかったけど、だんだん慣
れてうまくなった。 

◆もっとナスとかなど、書いていないも
のをなくしたかったけど、けっこうた
いへんだね。 

◆絵手紙は 2回目だったけど、難しか 
ったです。 

◆最初は大きく野菜が書けなくて大変
だったけど、最後は色塗りが上手に
できたので良かったです。またやり
たいです。 

 

体験した感想 

《受入団体の感想》 

通常の活動は大人だけであるが、小学生の絵手紙、

私達にも良い刺激になりました。 

また、受け取られた独り暮らしのお年寄りにも喜ばれる

と思います。 

 



Ｈコース：リユース学習 ７月２6日（金）（参加者１５名） 

Gコース：読み聞かせ体験 8月８日（木）（参加者 5名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験した感想 

 受入団体：図書館ボランティア「もりのなか」  

 協力施設：富里市立図書館 

 

 読み聞かせの本を選び、図書館ボランティア「もりのなか」の皆さ

んに、読むときのコツを教わりながら、一生懸命練習をしました。

練習した成果を保護者の方に見てもらいました。 

◆最初は緊張して、手がとても震えたけど、ちゃんと
読めてよかったし、楽しかったです！ 

◆短いのに読んだりするのは意外と難しかったで
す。 

◆最初はすっごく緊張して、ちゃんとできるか心配だ
ったけど最後は大きな声でちゃんとできてよかっ
たです。 

◆去年図書委員に入っていたので、低学年に読み
聞かせをしましたが、本の持ち方などは全く気に
していなかったので、細かいところまで気を配って
いて、すごいと思いました。今年は、残念ながら図
書委員に入っていないのですが、機会があれば
読み聞かせをしてみたいです。 

◆本を持つのは疲れたし、本も長くて疲れたけど、
読み聞かせの読む側は、初めてだったので、楽し
かったです。ちょっと緊張したし、間違えたところも
あったけど、よかったです。家でもやりたいです。 

 

体験した感想 

《受入団体の感想》 

おはなし会において、読み手の楽しさや、やりがい

が伝えられたと思います。 

 

空き缶やペットボトルを利用して、花器を作り、龍岡ケアセンターの 

デイサービスを利用されている皆さんに届けました。利用者の皆さん 

は思いがけないプレゼントに大喜びでした。 

受入団体：ＭＯＡイキイキワクワク健康 

生活ネットワーク富里  

協力施設：龍岡ケアセンター 

◆作るのも楽しかったし、まわりの人たち
も優しくて、良かったです。渡したおじ
いさん、おばあさんたちも喜んでくれ
て、うれしかったです。また、来年も来
たいです。 

◆花びんを作るのはとても楽しくて、おじ
いちゃん・おばあちゃんに喜んでもらえ
たのが、すごくうれしかったです。相手
も自分も幸せになって、ボランティアっ
ていいなと思いました。 

◆花びんを作って、ケアセンターのおじい
ちゃん、おばあちゃんに渡せて「ありが
とう」と言ってもらえて、うれしかったで
す。 

◆最初は知らない人ばかりで、とても緊
張しました。だけど、作業も楽しく、お年
寄りも喜んでくれて、とてもいい思い出
になりました。 

◆始めは花びんづくりをして、２パターン
でやったけど、どちらも楽しくて、上手
にできたので良かったです。花びんを
渡した時に喜んでくれたのでうれしかっ
たです。 

 

《受入団体の感想》 

協力してものごとをやることが、こういう場でもできることが良いと思いま

す。缶やペットボトルを捨てないで、リサイクルを考えてもらえることがいい。 

子どもたちにエネルギーをもらいました。 

 



Ｊコース：役立つポスターづくり 8月２日・９日（金）（参加者 9名） 

 

  

Ｉコース：慰問活動 ８月２日（金） （参加者 7名） 

体験した感想 

 子どもたちだけでなく、お母さんたちも一緒に参加してもらえたこと、最後に

アンコールがかかり、みんなで輪になって楽しめました。子どもたちの上達は

早い！来年が楽しみです。 

《受入団体の感想》 

 受入団体：富里スクエアダンスクラブ 

 協力施設：龍岡ケアセンター「さくら園」 

 
アメリカ発祥の「スクエアダンス」。初めてダンスに挑戦した子どもたち

は、一生懸命練習をして、龍岡ケアセンター「さくら園」で、ダンスを披露

しました。入所者の皆さんもかわいい子どもたちに笑顔がこぼれました。 

◆ちょっと疲れたけど、楽しかった。
来年も参加したい。 

◆踊ってたのしかった。 
◆最初はドキドキしたけど、みなさ
んが優しいから、できてよかった
です。あと楽しかったです。 

◆楽しかったので、また参加したい
です。おばあちゃん・おじいちゃん
がいたのでうれしかったです。 

◆握手したおじいちゃん、おばあち
ゃんが優しかった。来年も参加し
たい。 

◆楽しかった。 
 
 

体験した感想 

受入団体： 

パソコンカフェ・it塾 

 
パソコンを使って、役に立つポスターを作りました。 

１日目は、ポスターのデザインを考えたり、役に立つポスターとはどんなも

のかを学びました。２日目は実際にパソコンを使いポスターを制作しました。 

  

《受入団体の感想》 

◆パソコンは学校でしか、本格的に触
ったことがなかったので、いろいろな
ことが学べて良かったと思います。 

◆パソコンを全然使ったことがなかっ
たから、難しかったけど、楽しかった
です。 

◆今回はポスターを作るのが 2回目
の日でした。ポスターが上手に作れ
て良かったです。また楽しかったの
で、来年もやりたいです。 

◆久しぶりにパソコンが触れて楽しか
ったです。わからない機能も知れて
良かったです。 

◆パソコンをして、とても難しかったけ
ど、楽しかった。まだパソコンのこと
がはっきりわからないので、来年も
出たいです！ 

 

 

 今回の活動は「パソコンで役立つポスターを作ろう」で行ったが、子どもた

ちそれぞれが日頃思っている内容を取り入れ真剣に向き合っていた。指導

側もいままで勉強してきたワードを使ったポスター作りに協力、指導ができて

よかったと思う。 



Lコース：おもちゃの分解体験 ８月１日（木）（参加者 11名） 

Ｋコース：文化財保全活動 ８月５日（月）（参加者５名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入団体：とみさとトイズクラブ 

壊れたおもちゃを分解して、仕組みを教えてもらったり、不要になった

部品を取って、修理するおもちゃの部品として使うことを教わりました。 

体験した感想 

◆家では、分解をあまりできないので、こ
ういう機会でやってみて楽しかった。 

◆家でおもちゃを分解できないので、今
日来て分解できたので面白かったで
す。分解をやる時にわからなかったら
すぐに教えてくれたのでわかりやすく楽
しくできました。 

◆音が出るものとかどういう構造かわか
らないやつが、分解できて構造がわか
ってうれしかったです。来年はもっと難
しいものをやってみたいです。 

◆おもちゃがこんな仕組みになっている
なんてびっくりした。もっと、大きいおも
ちゃを分解したい。来年も参加したい。 

◆分解、組み立て面白かった。ネジを外
すのに苦労しました。また、来たいなと
思った。 

    

    

    

小学生が真剣に時間も忘れ、かつ、楽しく取り組んでいる様子を

見て、受け入れて良かったと思った。    

       

    

《受入団体の感想》 

旧岩﨑家末廣別邸（七栄）で、薪割りや末廣別邸で育てている作物

を収穫し、食べながら、岩﨑久彌氏について、教えていただきました。 

 

 受入団体：末廣倶楽部 

 

体験した感想 
◆今回の体験を通して、薪割りなど普段で
きないことをできたので楽しかったです。
来年も来たいです。 

◆とても楽しかったので、またやりたいと思
いました。 

◆芋掘りや薪割りが体験できて、良かった
です。歴史が知れて良かったです。また
来年も参加したいです。 

◆薪割りやじゃがいもを食べられて、良か
ったです。セミやバッタ、てんとう虫に触
れ合えて良かったです。 

◆じゃがいもを掘るのが楽しかったです。
赤いじゃがいもがあってとてもおもしろか
ったです。自分で採ったじゃがいもはと
ても美味しかったです。薪割りが思った
より固くて、なかなか割れず大変でした。
別邸についてとても楽しかったです。 

 《受入団体の感想》 

 このような体験を通じて、末廣倶楽部の活動に興味を持ってもらい、さらに末廣別邸を広めてもらうきっ

かけとなった。また、一緒に参加した私たち自身も小学生から元気をもらった。 

 受入団体：とみさとトイズクラブ 

 



体験のまとめ新聞作成日                    

＜8月２３日（金）・２４日（土）実施＞ 

 

 

 
 

 

 

 

【問い合わせ】とみさと市民活動サポートセンター 

【電   話】０４７６－９３－４１２３ 

受入・協力団体 

MOAイキイキワクワク健康生活ネットワーク富里、末廣

倶楽部、特定非営利活動法人ＮＰＯ富里のホタル、オラキ

ノ・マイカイみちこフラスタジオ、富里市社会福祉協議会、

富里市ボランティアセンター、とみさとトイズクラブ、パ

ソコンカフェ・ｉｔ塾、富里スクエアダンスクラブ、図書

館ボランティア「もりのなか」、絵手紙サークルつくしん

ぼ、富里市立図書館、医療法人社団知己会龍岡ケアセンタ

ー「さくら園」、医療法人社団知己会「はなみずきの里」

（順不同） 

【参加人数】６１人 

■富里小学校 １２人 

■富里第一小学校 ５人 

■富里南小学校 ２１人 

■浩養小学校 0人 

■日吉台小学校 １１人 

■根木名小学校 ６人 

■七栄小学校 ６人 

（参加延べ人数９７名） 

＊複数のコースへ参加した児童がいるため 

 

           

8月２３日（金）・２４日（土）に 

「体験のまとめ新聞」を作れる機会を設けました。 

体験日に撮影した写真も使いながら 

新聞を作りました。 

 

 

 


