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初めてのボランティアでわからな
いこともあったけど、子どもたちと
笑顔であいさつをしてお話したり遊
びました。子どもたちがおもちゃを
持ってきてくれて、すごくかわい
かったです。
落ち葉拾いでは、だいたい拾うこ

とができたけど、拾えてなかったの
もあったので申し訳なかったです。
このボランティアで、自分からあ

いさつすることの大切さを感じまし
た。また機会があれば参加してみた
いです。

中２ 村越愛美

秩父ほうしょう幼稚園

２号・３号保育
１号預かり保育ボランティア

日 程：５日間（８月17日～21日）
時 間：８：００～１２：００
参加者：２５名（定員各日５名）

私は今まで自宅でしかボランティ
アをしたことがなく、初めて直接、
人と関わるボランティアをさせてい
ただきました。
私が担当させていただいた年中さ

んのクラスは、元気な子が多くて、
とても明るいクラスでした。すぐに
私のところに「おねえちゃん！」と、
かけ寄ってきてくれて、私がお手伝
いをする立場なのに、逆に幼稚園の
子どもたちから元気をもらいました。
また、先生方も親切に教えてくだ
さって、暑い中、毎日子どもたちの
お世話をしていて、楽しくてとても
良いお仕事だと思いましたが、意外
と体力の必要な大変なお仕事だと思
いました。
これからもまた機会があれば、ぜ

ひもっといろいろなボランティアを
体験させていただきたいです。

中３ 小泉雫

機会があればまた参加したい。
中３ 若林さくら

去年は児童館の子どもたちと遊ん
だけれど、今年は幼稚園で、より小
さい子でもたちといっしょに遊んだ
り、お話したり、とても楽しかった
です。そして、大変なことも多いこ
とがわかりました。
もし、またボランティアの企画が

あったら参加したいです。
中２ 工藤円
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今回初めてボランティアに参加し
て、普段、小さな子どもと遊ぶ機会
がないので、とても楽しかったです。
ぜひまた機会があれば参加したいで
す。
先生たちや子どもたちも元気で明る
く楽しく、のびのび活動ができてい
たのでよかったです。

中１ 馬場杏

ボランティアをしてみて、小さい
子どもたちとたくさん関わることが
でき、先生がいつもどういう事をし
ているのかなどを知ることができ、
よかったです。

中２ 宮下桃香

このボランティアは初めてでした
が、友達といっしょに行ってとても
楽しめました。
横瀬大橋の下の河原に行って水遊

びをして、たくさんの子どもたちと
ふれ合うことができてよかったです。
そして楽しい経験をさせていただい
たと思います。
また、私が幼稚園の時、教えて下

さった先生が、私の名前を覚えてく
れていたので、とてもうれしかった
です。また参加したいです。

中２ 大橋智珠

《活動の様子》
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中学生は、皆、礼儀正しく真面目に
取り組んでくれました。事前に適切な
ご指導をいただき、ありがとうござい
ました。

認定こども園

秩父ほうしょうようちえん
職員のみなさまより

今年も受け入れありがとうございました。
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小さい子ども達の世話をして、小
さい子ども達は自由で、とても元気
で、保育所で働く先生方の大変さが
わかりました。
今後またボランティアができる機

会があれば、保育所や他の場所で今
回やったボランティアの体験を活か
し、参加してみたいと思いました。

中３

楽しく活動できた。先生たちにも
感謝してもらってうれしかったので、
またボランティアに参加したいです。

中１ 新井隆成

短い時間だったけれど、保育所の

子ども達とふれあえて良かった。小

さい子ども達とたくさん遊べて楽し

かった。みんなかわいくて明るくて

すごく楽しかった。子ども達がたく

さん話しかけてくれて、たくさん話

せたので良かった。

先生方もやさしく接してくれたの

で、楽しく活動ができた。絵本の読

み聞かせは初めてだったけど、ちゃ

んとできて、しっかり聞いてくれた

ので良かった。 中１

横瀬町保育所

保育所でボランティア

日 程：３日間（８月17日～19日）
時 間：９：００～１１：００
参加者：１４名（定員各日５名）

主に１歳～２歳の子ども達を担当
しました。二人しかいなかったけれ
ど、本の読み聞かせや水遊びを手
伝ったりして、普段できないとても
いい体験をしました。
来年もぜひ参加したいです。

中１ 根岸蒼天

今日半日ボランティアをやって、
とても楽しかったので、来年もあっ
たらまた来たいし、子どもたちがと
てもかわいかったです。いろいろな
先生にも会えて、とても楽しかった
です。
久しぶりに来て太鼓をたたいたり、

水遊びもして、自分がいたころと
まったく変わっていない感じがしま
した。 中１ 髙橋加奈恵
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プールあそびをして、自分も楽し
くなるような気がしました。おやつ
の時間ももぐもぐ食べていたので安
心しました。
今後もボランティアがあったら、

またやってみたいです。
中２ 国本紅愛

３歳の子ども達のクラスを見まし
た。元気な声と、元気に遊んでいる
姿がとてもかわいかったです。
また参加したいと思います。

中２ 小林千春

半日、保育所ボランティアを体験
しました。本の読み聞かせをして、
水遊びをして、砂場で遊んで、ホー
ルでもたくさん遊んで、小さな子ど
も達とたくさんふれあい、楽しかっ
たです。いい体験ができたと思いま
す。
これからも自分から進んでボラン

ティアに参加したいです。 中１

保育所に行って、自分が保育園で
やっていないようなことをやってい
て、いいなと思いました。
今後ボランティア活動があれば、

ぜひ参加したいと思います。
中１ 山科こむぎ

半日しかなかったけれど、本の読
み聞かせの体験や小さい子ども達と
の交流ができて楽しかったです。
ボールで遊んだり野菜を数えたり絵
をかいたりしている子ども達を見て、
いつも楽しく保育所で過ごしている
のだなと感じました。
次回もボランティアがあれば、進

んで参加したいです。 中１

自分より年の低い子たちと交流が
できて、いい体験になりました。
機会があれば、また来たいです。

中１ 新井真慈

今日は小さい子ども達との遊びが
楽しかったです。僕も３歳くらいの
ころ、ここにいたので、なつかしい
気分になりました。 中３

私は初めて横瀬保育所に行って、
たくさんの小さい子ども達と遊ぶこ
とができたのでよかったです。
絵本の読み聞かせもしっかり聞い

てくれたので、とてもうれしかった
です。 中１ 勅使河原仁菜

５歳の子ども達と野菜をとって楽
しかったです。小さい子ども達とは
水遊びで泡を出したり、水をかけた
りして楽しかったです。
来年もぜひ参加したいです。あり

がとうございました。
中１ 岸岡杏奈
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《活動の様子》
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横瀬町保育所
職員のみなさまより

今年度は２時間という短時間ではありましたが、
感染症対策の中で、ちょうど良い日程と時間だった
と思います。
参加者の生徒さんは修了児も多く、懐かしくもあ

り、成長を感じたひと時でした。子ども達も、お兄
さんやお姉さんに興味を示し、遊んだりお世話をし
てもらい、良い時間を過ごすことができました。あ
りがとうございました。

今年も受け入れありがとうございました。
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おうちでやってみよう！

使用済み切手整理

ボランティア

期 間：５月１日～８月３１日
参加者：４１名

今回“使用済み切手整理ボランティ
ア”をしてみて、はじめは大変なのか
なと思っていたけど、やってみると
段々と楽しくなってきて、気付いた
ら時間が経っていました。
切手整理はボランティア活動とし

てやっていることは知っていたけど、
整理した後、どうするんだろうと疑
問に思っていました。今回参加して
活用のされ方を知って、よりボラン
ティアに対する思いも強くなりまし
た。自分が切って仕分けた切手が役
に立つんだと思うと少しうれしいで
す。
今回のボランティアを受けて、こ

れからも色々な形で生活や社会活動
に関わりたいと思ったし、積極的に
参加していきたいと思いました。

高校生 森村叶夢

小さな作業で大変だったけど、楽
しくできたのでよかったです。
自分たちのひと手間でたくさんの

人のお手伝いをできたことがとても
うれしいです。
夏休みのボランティアは今年で最

後だけど、大人になってもいろいろ
なボランティアに参加して、たくさ
んの人の役に立ちたいです。

中３ 塩谷小春

切手整理の仕分けは少し大変でし
たが、換金され、そのお金で目の不
自由な方の施設の修繕に使われると
いうことを聞いて、お役に立てて、
とてもうれしく感じました。
機会があれば、また参加したいと

思います。 中３

また切手が集まったら切手整理ボ
ランティアをやってみたいです。
その他のボランティアも機会があ

れば積極的にやっていきたいと思い
ます。 中３ 小泉雫

見たことのない切手を見られて作
業が楽しかったです。1～140円まで、
たくさんの種類の切手があることを
知ることもでき、いろいろな経験が
できてよかったです。

中３ 新井佑來
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初めて切手ボランティアに参加し
ました。少しでもだれかの役に立つ
ことができれば嬉しいです。 中１

初めてボランティアをして、人の
役に立てたので、よかったです。
また機会があれば参加したいです。

中２ 金井理莉

思ったより早く作業ができました。
使用済み切手が換金されるとは知り
ませんでした。また機会があれば参
加したいです。 中１

あまり見たことのない切手もたく
さんあって、切っていくのがすごく
楽しかったです。 中２ 楮本にこ

小学校から１回もボランティアを
やったことがなく、今回が初めてで
した。最初はめんどくさいと思って
いたけれど、目の不自由な人々や誰
かの役に立つと思ってやっていたら、
全くめんどくさくなくなりました。
初めてだったけれど、とてもおもし
ろかったです。 中２ 加藤心優

切手を切っている時に、有名な
キャラクターや動物、場所など、た
くさんの切手を見ることができて、
楽しく作業ができました。
切手のキャラや場所について話し

たり、家族との団欒ができました。
中２ 山中凜音

いろいろな種類の切手が見られて
すごく楽しかったです。切手を仕分
けするのが大変でした。

中２ 島田紗愛

たくさんの切手を見て、すごくお
しゃれなものや子ども向けのかわい
いもの、花などのすてきな切手が
あって、今まで切手に触れる機会が
あまりなかったけど、とても楽しく、
たくさんのことを知れました。

中２ 新井千穂

こんなに身近なもので、人のため
になるということがわかった。中３

思った以上に大変な作業で苦労し
た。だけど、地味に楽しかった。
また出来ればやってみたい。

中２ 関萌乃夏

今までボランティアをやらせてい
ただいていましたが、今回の切手整
理は初めてで、こういうボランティ
アもあるのだなと思いました。１つ
１つの切手をていねいに切っていっ
たり、よく見て分けたりと、すごく
やりがいを感じました。また、見て
いる時に、こんな柄もあるんだとめ
ずらしい見たことない柄の物もあっ
たりと、とても楽しくやらせてもら
いました。
ぜひ来年も切手整理ボランティア

をやらせていただきたいなと思いま
した。 中１ 野坂夏基
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すごくむずかしかったです。手が

いたくなりました。目が不自由な人

のためになってよかったです。また

機会があったらやりたいです。

小２ 落合ましゅう

切手をわけたり切ったりするのが
むずかしかった。
平日は学童、土日はスポ少をやっ

ているので、今までボランティアが
できなかったけど、今回、家ですき
な時間にできたのでよかったです。

小３ 鷹啄慈生

切手を切ったり分けたりするのが
むずかしかったです。また来年もや
りたいです。 小４

切手を分けるのがむずかしかった
です。はさみで切るのがたいへん
だったけど、またらい年もやりたい
です。 小２

切手がいっぱいあったけど、①②
③に分けられてよかったです。来年
も今年と同じようにボランティアに
参加して、切手を分けたいです。

小５

切手を切るのはかんたんだったけ
ど、切手をわけるのがたいへんでし
た。あと、いろんな種類の切手やい
ろんな場所から届いているのだな、
と思いました。 小５ 鷹啄聖樹

分けるのがむずかしかったけど、
おかあさんにてつだってもらってや
りました。きってのしゅるいがいっ
ぱいあって、たのしかったです。

小２

ぼくは３年間切手整理をしていま
すが、切手を分けるのが一番たいへ
んでした。でも、一生懸命できて良
かったです。
これからも目の不自由な人のため

に切手整理をして、サポートをして
いきたいと思います。 小５

初めて切手整理のボランティアに
参加しました。切手のまわりのギザ
ギザがきれいに残っているか、消印
がはっきり見えるか、細かいところ
を確認しないといけないので大変で
した。
目の見えない人達の役に立ててよ

かったです。 小５ 勅使河原壮

いろんながらがあってきれいだっ
た。四角だけじゃなくて丸やかわい
い切手、昔の切手もたくさんあった。
季節の風景や鳥、花だけじゃなく
キャラクターのもあった。大きいの
や小さいのがあった。外国の切手も
あった。
スマホをあてると歌が流れるのが

あったらいいなと思った。
小３ 金子芽生
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コロナの為にこの方法になって、
私は家で自由に出来るので、よかっ
たと思っています。 一般

むずかしかったけど、たのしかっ

たです。もっとやりたかったです。

小１ とうまひなた

夏休み期間で娘と一緒に出来るボ
ランティアがあったので、まだ幼い
兄弟もいる為、自宅で参加できる切
手整理に参加しました。
普段何気なく処分していた使用済

み切手が換金され世の中のために役
立っている事を娘と話題にするきっ
かけにもなり、娘も興味を持ち様々
な切手の絵柄を楽しみながら進めて
いました。 保護者

かわせみのきってがむずかしかっ
たです。はなや、はっぱのきってが
きれいでした。かわいいきっても、
かっこいいきってもありました。
また、らいねんもやりたいです。

小１ やまぐちなつは

いろんなきってがあって、おもしろ

かったです。とってもたのしかったで

す。わたしのきってがろうじんホーム

のやくにたってほしいです。

みしようきってがみつかったときは、

なんだかうれしいきもちになりました。

小１ はまなかあおい

ママとふたりでやりました。きっ
てをわけるのがたのしかったです。
いろいろなしゅるいのきってがあっ
て、おもしろかったです。
ろうじんホームにおくって、よろ

こんでほしいです。
小１ みなみまさと

たのしかったけど、ちょっとつか
れました。またボランティアにさん
かしたいです。 小２

分けるのが少しむずかしかったけ
ど、きれいな切手がたくさんあって
楽しかった。星がかいてある切手が
きれいだった。 小２ 村越夏稀
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みなさんに整理していただいた切手は全部で
約９Kgになりました。
養護盲老人ホームひとみ園（深谷市）に送り、

お礼状が届きました。
みなさん、ご協力ありがとうございました。
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お年寄りの方に、思いを込めて絵
や字を書くことがとても楽しく、集
中して作ることができたと思います。
機会があれば、またぜひ参加した

いです。 中３

けしゴムはんこの細かい所を掘る
のが難しかったけれど、押してみた
らいい感じになりました。
受け取ってくれる人が笑顔になっ

てもらえるといいなと思いながらか
きました。 中３ 新井佑來

僕は季節の花をかいてみました。
ヒマワリやシロツメクサも今の時期
に咲いているので、もらった人が元
気でいてくれるといいなと思います。
できたらもっとかきたいです。

中３ 新井希來

初めて家で絵てがみをかいたけれ
ど、とても楽しくかけたので、よ
かったです。自分でもいい絵がかけ
たと思ったし、お年寄りにも自分の
気持ちが伝わるといいなと思います。
絵も大きくかけて色もキレイにぬ

れたのでよかったです。
中１ 勅使河原仁菜

絵てがみを描き、誰かに送るのは
初めてで貴重な体験ができました。
とても楽しかったです。

中３ 鷹啄未悠

絵てがみを書くという事は、小学
生のころ、いろいろチャレンジプロ
グラムでやらせていただく事があり
ました。でも今回はひとり暮らしの
方に渡していただく物だという事な
ので、よりいっそうがんばって書き
ました。また、少しでも元気になっ
てほしいと願いをこめてメッセージ
を書きました。
普通の絵や手紙ではなく、絵てが

みという、あまり書かない物なので、
とてもいい体験をやらせていただき
ました。来年も機会があれば、ぜひ
やらせていただきたいと思います。

中１ 野坂夏基

思った以上に簡単でとても楽かっ
た。また機会があったらやりたいと
思った。 中２ 関萌乃夏

おうちでやってみよう！

絵てがみ交流

ボランティア

期 間：６月１日～８月３１日
参加者：4２名
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コロナウイルスでボランティアが
ないんじゃないかと思っていたけど、
学校でお手紙がきて、あるんだ！と
思いました。
絵てがみは何回かやったことが

あったけど、特に楽しかったのは、
はんこ作りです。漢字やひらがなだ
とむずかしいと思ったのでカタカナ
にしました。カタカナはかんたんで
した。
絵はサッカーボールやマスク、ひ

まわりをかきました。特にマスクが
むずかしかったです。
また絵てがみのボランティアをし

たいです。ほかにも切手、いろチャ
レなど、いろいろやりたいです。

小５ 鳥居颯太

絵てがみをかくのは、はじめて
だったので、何をかくかなやんだけ
ど、かきはじめたら楽しくかけまし
た。
けしゴムはんこは、はじめて作り

ました。名前をほるのがたいへんで
した。でも何回か押して字の太さを
調整して練習で何回か押してうまく
作れたのでよかったです。
また機会があったら、かいてみた

いです。 小５ 尾木美音

絵てがみの絵をかく時がとても楽
しかったです。絵のとなりにある文
は、おじいさんおばあさんが長生き
してほしいので書きました。 小５

おじいさんおばあさんが元気でい
てほしい気持ちをこめて作りました。
絵をかくのが楽しかったです。
おじいさんおばあさんに言いたい

ことを絵てがみにして楽しかったで
す。 小４

絵てがみ交流ボランティアで絵て
がみをうまくかけたのでよかったで
す。
この絵てがみをお年寄りの人にあ

げて、よろこんでもらえたらうれし
いです。 小５

毎年ボランティアに参加していま
すが、コロナウイルスのえいきょう
で、今年は家でやるかたちになりま
した。家でやるからこそ、家族のみ
んなとわいわいしながら絵てがみを
かいたり、はんこを手づくりしたり
して楽しかったです。
いろいろなクレヨンや色えんぴつ、

クーピーなどの色をつかってかいた
ので、明るい感じになりました。妹
も今年はボランティアに参加してい
るので、おたがいの絵てがみを見せ
合いっこをして家中にぎやかになり
ました。
ボランティアポイントも全部た

まったので、表彰状が楽しみです。
小６ 千島羽未

むずかしかった。 小４

相手のことを考えながら書いてみ
たら、届いたときどんな感じなのか
なぁと思いました。気に入ってもら
えたらいいです。 小５ 日高ゆい

はじめてボランティアをしたけど、
絵をかくのと、けしゴムはんこを作
るのが楽しかったので、またやりた
いです。 小４ 上原大雅
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はんこがむずかしかったです。
小２ 北川まお

わたしはこんかいボランティアが
はじめてでした。おねえちゃんと行
くのがとてもたのしみだったけど、
コロナウイルスのせいでいけなく
なってしまいました。
おねえちゃんが、はんこのつくり

かたをおしえてくれました。
わたしは黄色がすきだから、絵て

がみ３まい、ぜんぶに黄色をいれて
います。おねえちゃんが青色やいろ
んな色をつかっていてきれいだった
ので、わたしもいろあざやかにかけ
るようにしたいです。
はんこをつくったり色ぬりぜんぶ

がとてもたのしかったです。
小２ 千島いぶき

コロナウイルスだからボランティ
アがなくなっちゃうと思っていたの
で、できて本当によかったです。絵
てがみは、はじめてだったけど、は
んこを作るのがとても楽しかったで
す。おじいさんおばあさんがよろこ
んでくれたらうれしいです。
３枚はけっこうたいへんだったけ

ど、おじいさんおばあさんがよろこ
んでいるのを頭の中で考えると、が
んばりたくなります。
また絵てがみのボランティアが

あったらやりたいと思っています。
ぜひほかのボランティアもたくさん
やって、はじめてのチャレンジをふ
やして、ボランティアカードにポイ
ントをふやしていきたいです。とっ
ても楽しかったです。

小３ とりいうた

またやってみたい。
小２ 石ざかるい

絵てがみは初めてだったので、こ
んな感じでやるのだと分かりました。
ひとりぐらしの人たちに気持ちがと
どいたらいいなと思っています。元
気が伝わればいいかなと。
私がとくにがんばった絵はチョウ

です。羽根の形がむずかしかったの
で、自分てきにはがんばりました。
２つ目はバラの花です。花びらの形
や色に気をつけました。赤とピンク
で色づけして本物っぽくしたかった
から、がんばりました。

小４ 中元彩乃

たのしかった。 小２ 小ぐれけい

おじいちゃんおばあちゃんにつた
わるようにかきました。すごくたの
しかったです。じょうずにつくった
り絵をかいたりできてよかったです。
おじいちゃんおばあちゃんが見え

るように、こくかきました。またや
りたいなと思いました。

小２ しまだりの

たのしかった。またやりたいです。
じぶんのおじいちゃんおばあちゃん
にも絵てがみをかいておくりました。

小２ かとうむさし

絵をかくのがすごくたのしかった
です。おばあさんとおじいさんのえ
がおをそうぞうして考えました。
はんこはたのしかったけど、こま

かいところがすごくむずかしかった
です。 小２
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久々に絵を描きました。コロナで
家にいる時間も増えたので、子供と
楽しみながら活動ができました。あ
りがとうございます。 保護者

子どもたちと楽しく絵てがみをか
くことができました。秋の季節の食
べ物など調べながら取り組んだので、
それもひとつの学習となりました。
絵てがみを受け取った方がよろこ

んでくれるとうれしいです。
保護者

たのしかった。またやりたいです。
小１ ひだかもか

家で出来るボランティアに参加出
来ありがとうございました。今後、
絵てがみを通してお年寄りの方にも
楽しんでいただけたらいいと思いま
す。
私もいろいろと四季を楽しみなが

ら、はり絵をしてお届け出来る事を
楽しみにしています。

一般 緑川久子

思っていたより難しくて大変でし
たが、楽しかったです。 保護者

たのしかったです。またやってみ
たいです。おじいさんやおばあさん
によろこんでもらえたらいいです。

小１ とりいあお

えをかくのがすきなので、また
やってみたいです。

小１ あざみめいこ

はんこをつくるのがたのしかった
です。 小１ うえはらせいあ

書くところがたのしかったです。
えのぐでいろをまぜるのも、たのし
かったです。

小２ 本みねりんせい

たのしかったです。またやりたい
です。よろこんでもらえるといいで
す。 小１ 小川名うた

今の時代、なかなか絵てがみをか
く機会がないので、すごくいい経験
だったと思います。ありがとうござ
いました。 保護者

子供が絵を描くことが好きで、色
づかい等、大人の私の感性にない良
さを感じるので、これを見てくださ
る方に元気のおすそ分けができたら
嬉しいことだと思い参加させていた
だきました。
子どもに聞いてみたところ、また

やりたいそうなので、思いついたと
きに描けるように家に用紙を用意し
ておきたいです。 保護者

じぶんのえをかけてうれしかった
です。おじいちゃんおばあちゃんが
よろこんでくれるといいです。

小１ かとうあみ
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みなさんが心をこめてかいてくださった絵てがみは、社協
の「ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業」に協力してくだ
さっているボランティア団体「グループいわざくら」や個人
ボランティアのみなさんが、横瀬町内でひとり暮らしをして
いるお年寄りのお誕生日に、ひとり１枚お届けします。

わたしたちが届けます♪
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絵てがみに
おたよりをつけて



みなさまご協力
ありがとうございました。

社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会
横瀬町ボランティアセンター

紙面の都合上、写真の掲載がない方もいますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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