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ほうしょう幼稚園の先生方ありがとう
ございました。3日間行かせてもらい、
年中の子がすごくかわいくていっしょに
遊べてよかったです。1人の男の子が
ずっとついてきてハグしてきたり背中に
乗ってきたりと、ふれあうことができま
した。年中だけでなく、年長やことり、
小さくてかわいい子とも元気な子とも遊
ぶのに夢中になってしまいました。プー
ルの掃除や子ども達とのふれあいなど言
葉に表せないほど、すごく思い出に残る
3日間でした。今はコロナでふれあうこ
とも難しいですが、コロナに負けず子ど
も達とがんばっていきましょう。楽しい
3日間をありがとうございました。来年、
再来年もチャンスがあるので、またよろ
しくお願いします。 中1
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メニューNo.１

秩父ほうしょう幼稚園 預かり保育ボランティア
7/26～8/26（全18日） 参加者：68名

初めてボランティアをして、砂を掘り
返したりプールをブラシでこすって洗っ
たり、とても大変でした。私が幼稚園に
いた頃はただプールや砂場で遊んでいた
だけですが、ボランティアをしたおかげ
で、いつも先生がやってくれていたんだ
とわかり、先生方は本当に大変だと思い
ました。私は妹がいるふじ組に行きまし
た。着替えを持っていたのでいっしょに
プールに入りましたが、自由遊びの時に
水鉄砲やじょうろなどで水をいっぱいか
けられて、目が開けられなかったです。
みんな元気いっぱいで楽しかったです。
また来年もボランティアに参加したいで
す。 中1 高野裟夕

初めてのボランティア活動で不安もあ
りましたが、関係者の方々が丁寧に説明
をしてくださり、スムーズに行うことが
できました。幼い子と接するのは久しぶ
りで大変なこともありましたが、その分
やりがいがありました。また先生方の苦
労なども知ることができました。また機
会があれば積極的に参加していきたいと
思います。 中1 若林佳来

8月6日にボランティアをさせていた
だきました。保育士になりたいという夢
があり、とても勉強になりました。プー
ル清掃や砂場の砂ほぐしや保育補助など
をやりました。保育補助では、すずらん
組を担当させていただきました。みんな
とても小さくて、自分もこんなに小さ
かったんだなぁと記憶が蘇りました。
女の子とはおままごと、男の子とはお

にごっこや積み木などで遊びました。小
さい子ども達と遊ぶことがとても楽しく
て癒しにもなりました。自然と子ども達
から「先生」と呼ばれて、びっくりしま
したが、とてもうれしかったです。「先
生」と毎日呼ばれてみたいなぁと思い、
さらに保育士になりたいという思いが強
まりました。自分が体験したこと以外に
もピアノでどんな曲を弾いているか、子
ども達が具合が悪くなった時にどうして
いるかなど、細かなところも見させてい
ただき、とても勉強になりました。今回
の活動は12時までで、とても短く感じ
ました。またぜひ参加したいと思いまし
た。楽しかったです。ありがとうござい
ました。 中1 田嶋 葵

先生方などにしっかりと大きい声であ
いさつや返事ができた。小さい子ども達
と遊んだり面倒を見る時に笑顔で優しく
接することができたと思う。前回よりも
てきぱきと行動できた。 中1 髙梨乃愛
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今回ほうしょう幼稚園の預かり保育ボ
ランティアに参加しました。卒園してか
ら久しぶりに幼稚園の中で遊んだり懐か
しい先生方にも会うことができたので、
とてもうれしかったです。年少・年中・
年長さんといっしょにウォーターパーク
までお散歩に行って、追いかけっこをし
たり遊具で遊んだりしました。園内では
ホールで遊んだりプールの片付け、清掃
などをしました。小さい頃の思い出の場
所でボランティア体験できたことは、と
てもうれしかったです。また次回も参加
したいです。 中1 富田結衣

初めてのボランティアで最初は緊張し
てたけど、やってみると楽しかったです。
私は小さい子どもや赤ちゃんが大好きな
ので、かわいかったし楽しかったです。
すごくいい思い出になりました。ちょっ
と大変なこともあったけど、いい経験が
できたので、ぜひ来年も再来年もボラン
ティアに参加して、いろいろな場所に
行ってみたいです。 中1

2回目のほうしょう幼稚園預かり保育
ボランティアでしたが、去年と違ってみ
んなと分かれての活動でした。どうしよ
うかと思っていたところ、年中さんの子
が積極的に話しかけてくれたのが印象的
でうれしかったです。室内でトランプや
パズルをして遊んだり、ボールで体を動
かして遊ぶこともできて楽しかったです。
先生方がていねいに指導してくださり充
実したボランティア活動でした。また機
会があれば参加したいです。

中3 大橋智珠

水遊びをしてビショビショになったけ
ど楽しかったです。子ども達が楽しそう
だったので、また参加したいと思いまし
た。子ども達のためにやるべきことをで
きたと思うし積極的にできたのでよかっ
たです。 中2 高橋加奈恵

私は小さい頃ほうしょう幼稚園にお世
話になったので、恩返しをしたいと思い
ボランティアに参加しました。先生方も
私のことを覚えていてくれてうれしかっ
たです。子ども達と遊んだり絵本を読ん
であげているうちに、やりがいを感じら
れて楽しかったです。次に参加する時も、
やりがいを感じられるように笑顔で積極
的に活動したいです。 中1 岡崎奈央

今回初めてこのボランティアに参加し
ました。最初は少し緊張していたけど、
小さい子ども達と遊んだりしてとても楽
しかったです。子ども達と遊ぶ前に掃除
をしました。私はその時、毎日子ども達
のために細かいところまで丁寧に掃除を
されている先生方がすごいなと思いまし
た。掃除の後は、子ども達とたくさん遊
びました。少し大変なこともあったけど、
みんなでお話をしたり走り回ったり、子
ども達とのふれあいを経験することがで
きました。今回のボランティアを通して
「保育士」という仕事について学ぶこと
ができました。子ども達のために隅々ま
で掃除したり、いつも元気に明るく笑顔
で接し、時には厳しく接するところが、
すごいなと思いました。また来年も参加
したいです。 中1

今までやったことのないことができて、
とても良い経験になりました。 中1

私は自分より小さい子どもの世話をし
たことがなかったので、どのように話せ
ばいいのかわかりませんでしたが、子ど
も達から話しかけてくれたので、とても
接しやすかったです。 中1
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ボランティアをやってみて、いろいろ
な手伝いができたのでよかったです。子
ども達としっぽ取りなどをして楽しかっ
たので、またボランティアをやってみた
いです。ボランティアカードも全部うめ
ていきたいです。掃除はつらかったけど、
いろいろな子ども達と仲良くなれてよ
かったです。 中1 長島 圭

私は元々小さい子どもが大好きで、今
回のボランティアもすごく楽しんで活動
することができました。どの学年の子ど
も達も元気いっぱいでかわいくて、いや
されました。来年は勉強などが今より
もっと大変になると思いますが、ぜひ次
回も参加したいと思います。また、ほう
しょう幼稚園のボランティアしか今年は
参加していないので、来年は違うボラン
ティアにも参加して誰かの役に立てたら
いいなと思います。 中1 千島羽未

今回ほうしょう幼稚園に行ってみて、
小さい子ども達とたくさん戯れて楽し
かった反面すごく大変でした。小さい子
ども達は暑い中でもあちこち行ったり、
室内でもあれやろう、これやろうと同時
に頼まれたりして、私も幼稚園生の頃は
こんな感じだったのかな？と思うと、毎
日子ども達を見る保育士は、すごく大変
な仕事だと思いました。来年も機会があ
れば、またボランティアに参加して楽し
みながら小さい子ども達の世話をがんば
りたいです。 中1

私は初めてボランティアをしました。
少し緊張していましたが、先生方や友達
に丁寧に教えてもらえたので楽しんで活
動できました。ほうしょう幼稚園に通っ
ていたので久しぶりに行けてうれしかっ
たです。また参加したいです。

中1 松本結愛

コロナ禍でしたが、今年も中学生にボランティアとして活動いただきました。生徒
の皆さんは、プール清掃、保育などに積極的に取り組んでくれました。園児との遊び
では年齢に応じて工夫した形で対応している様子に大変感心させられました。礼儀・
態度も中学生らしいさわやかさが感じられ、ボランティア活動に対する意識の高さが
うかがえました。社会福祉協議会の皆様には各種調整・指導等適切に行っていただき、
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

ほうしょう幼稚園でのボランティアは
2回目でした。職員の皆さんが丁寧に対
応してくれたので安心してできました。
子ども達も遊ぼうと、たくさんかけ寄っ
てきてくれて、かわいかったです。また、
このボランティアで、子ども達は小さい
ので強く引っ張らないことなど、新しい
ことを学べたので参加してよかったです。

中3 村越愛美

受け入れありがとうございました。

＊＊＊《活動先》認定こども園 秩父ほうしょう幼稚園 様より＊＊＊
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メニューNo.3

児童館でボランティア
7/21～8/25 （全21日） 参加者：35名

今回のボランティアは、なつかしさと
楽しさがあふれていました。先生方の優
しさと児童館の雰囲気の良さに、なつか
しさを感じながらボランティアに取り組
みました。自分は一日だけのボランティ
アだったけど、また機会があれば参加し
たいです。 中2

児童館にボランティアに行って、子ど
も達と遊んだり、先生のお手伝いをしま
した。少し大変だったけど楽しかったで
す。掃除はすみずみまできれいにするこ
とができてよかったです。何より子ども
達が楽しそうに遊んでいたのでよかった
です。また機会があれば参加したいです。

中2 高橋加奈恵

今回初めてボランティアに参加して、
学んだことがいっぱいありました。自分
は児童館の利用者側の目線で生活してい
たけれど、今回、運営をする側の目線で
見てみると、先生方の偉大さがわかりま
した。 中2 市川大悟

今回が初めてのボランティア体験でし
た。自分がお世話になった児童館でボラ
ンティア体験をさせてもらうことにしま
した。館内の掃除と児童の見守りを行い
ました。元気いっぱいの小学生といっ
しょに遊びました。楽しかったし貴重な
体験になりました。今回は部活に専念し
たいと思い、1つだけしか参加しません
でした。来年は部活動を引退して受験生
になりますが、できればいろいろなボラ
ンティアに参加したいと思います。

中2 黒澤駿介

初めてボランティアに参加しましたが、
児童館の先生方が優しく、小学生が元気
で楽しくボランティア活動ができました。

中2 嶋田陽向

朝から一日よく活動してもらい大変助かりました。

受け入れありがとうございました。

＊＊＊《活動先》横瀬児童館 様より＊＊＊



初めてボランティアに参加したけど、
とても楽しく活動することができました。
いろいろと学ぶことができてうれしかっ
たし、よかったです。また機会があれば
参加したいと思いました。 中1

保護者の方や先生方に積極的にあいさ
つができたのでよかったです。小さい子
ども達の面倒を見る時などに笑顔で接す
ることができたのでよかったです。大き
い声ではっきりと返事や自己紹介をする
ことができたのでよかったです。次回の
ボランティアの際は、今回よりもてきぱ
きと行動したいです。 中1 髙梨乃愛

メニューNo.4

保育所でボランティア
８/17、18、19（全3日） 参加者：6名

保育所でのボランティアは初めてでし
た。子ども達が笑顔でたくさん話しかけ
てくれて、すごくうれしくて心が温まり
ました。また、小さい子ども達ががん
ばって運動している姿に、すごいと感じ
ました。また機会があればボランティア
をしてみたいです。 中3 村越愛美
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大変お世話になりました。短時間ではありましたが、子ども達とのふれあいを中
心にプールの手伝いや掃除にも積極的に取り組んでくれました。参加者の中には卒
園児もおり、成長を感じるとともに小さかった頃の話をすると、当時の面影が残る
かわいらしい笑顔を見せてくれ、職員としては喜ばしい限りです。
開始時間より早く来所する子がほとんどでしたが、遅刻や忘れ物をする子もいま

した。中学生は大人へのステップを踏む時期なので、自分で意識して気をつけるよ
う指導させていただきました。この経験を大切に今後の学習や生活に役立ててもら
えればと思います。

受け入れありがとうございました。

＊＊＊《活動先》横瀬町保育所 様より＊＊＊



今回のボランティアは今まで行ったボランティアとは少し違って、実際に地域の
方とふれあうことができて、とてもいい時間でした。一人で参加しましたが、担当
の方と相談しながら、すごくアットホームな感じでやらせていただきました。今度
は友達も連れてこようと思います。とてもいい体験になったので、ぜひまた機会が
あれば参加したいと思います。 中2 野坂夏基

★わからなかったことが少しわかるようになりました。これからも楽しく使えるこ

とを願っています。孫年齢の先生に教わり楽しかったです。ありがとうございま

した。

★よかったです。ありがとう。

メニューNo.5

LINEお助けボランティア
８/4（水）

場所：エリア898 参加者：中学生１名 地域の方２名
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ご参加いただきありがとうございました。

スマホにしてLINEを入れてみたけど使い方がわからない。というシニアの方に、
学生ボランティアが使い方を教えるメニューです。「写真に文字を入れて暑中見舞
をLINEで送りたい。」など、具体的な要望に応えながら世代間交流もでき、すてき
な時間になりました。

＊＊＊地域の方より＊＊＊



メニューNo.7

おうちボラ①絵てがみ交流ボランティア
期間：７/５～８/31
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参加者：42名 できあがった絵てがみの数：126枚

今年、初めて参加しました。おじい
ちゃんおばあちゃん、もらった人がうれ
しく笑顔になってくれることを思いなが
ら、心を込めてかきました。今回は夏の
イメージでかきましたが、また参加して
たくさんの絵てがみを作ってみたいと思
います。 中1 富田結衣

もらう人の気持ちや顔をしっかり想像
しながら作ることができました。いい経
験ができてよかったと思います。絵てが
みをかくのははじめてだったけど、つく
り方もわかりやすく、スムーズに完成さ
せることができました。また、言葉もい
ろいろ考えることができ、「どんな言葉
がうれしいのか。喜ばれるのか。」を意
識して決めることができました。今回の
ボランティアは勉強になったし手伝いも
できたので、いいプログラムだと思いま
す。送り先の人が喜んでくれるとうれし
いです。 中3大変な作業もあったけど、３枚とも上

手く仕上げられたので、喜んでもらえた
らいいな、と思います。 中1

今回は風鈴、海、かき氷、花火、ひま
わりなど「夏のもの」をかきました。絵
の具は使わずに色えんぴつでかいたので、
うまく色を合わせるのがむずかしかった
です。今年は新型コロナウイルスの影響
で海に行ったり、お祭りに行ったりでき
なかったので、この絵てがみを見て、少
しでも夏を感じてもらえればうれしいで
す。とても楽しかったです。

中2 勅使河原仁菜

今回参加してみて、最初はむずかしそ
うだなと思ったけど、やってみると、と
ても楽しかったです。家にある好きな道
具で心をこめて、自分なりに絵てがみを
かけるところがいいなと思いました。人
と直接会うことがむずかしい今だけど、
家からでも元気に楽しく過ごしてほしい、
といった思いを表すことができるのが、
絵てがみのいいところだと今回作ってみ
て思いました。絵てがみは、相手に自分
の気持ちを絵や文字などで表すことがで
き、何より楽しくできるので、とてもオ
ススメだと思います。今回学んだことを
活かし、家族などにも作ってあげたいと
思います。 中1

絵てがみをかく時に、どの角度がいい
かな、どのくらいの大きさがいいかな、
と考えながら、ていねいにかきました。
また、お年寄りの方に喜んでもらえるよ
うに気持ちを込めてかきました。絵てが
みのキャッチフレーズである『ヘタでい
い。ヘタがいい。』と思うと、むずかし
く考えずにかくことができました。また
次回もかきたいです。 中2 野坂夏基



初めてのボランティアで絵てがみをし
ましたが、とても楽しかったです。高齢
者の方々に向けて、自分の伝えたいこと
が絵てがみで伝えられてよかったなと思
います。でももっともっと伝えたいこと
がいっぱいあったので、また、おうちボ
ラで絵てがみがあれば、伝えたいことを
もうちょっと伝えられるといいかなと思
います。 小6 長島美桜
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何回かやったことがあるけど、しっか
りできてよかったと思います。ひまわり
が上手にできてうれしいです。またやり
たいです。 小6 鳥居颯太

絵が好きなので、このようなボラン
ティアに参加できてよかったです。高齢
者の方が自分のかいた絵てがみで元気に
なったらいいな、と思いながらかきまし
た。絵が好きでも、あまりかくこともな
いし、ましてやだれかにプレゼントする
こともないので、久しぶりにかけてよ
かったです。 小6 尾木美音

ちゃんとけしゴムはんこを作れたので
よかったです。おじいちゃんおばあちゃ
んが喜んでくれればいいなと思いました。

小6

ぼくは、ひとり暮らしのお年寄りの
方々に元気でいてほしいという心を込め
て、この絵てがみを作りました。絵てが
みは少し難しそうだったけど、楽しんで
作っていたらかんたんでした。これは家
でもできる！と思いました。なぜかとい
うと、材料は家にある物で作れるからで
す。絵てがみは絵や文で伝えるので、と
てもやりやすく、だれでもできるのでオ
ススメです。今度、絵てがみを作って、
家族にあげたいです。また来年もやりた
いです。 小5

絵で気持ちを表すのはむずかしかった
けど、自分らしくかけたのでよかったで
す。全体的に明るめにしました。おじい
ちゃんおばあちゃんに気持ちが伝わって
いるといいです。 小5

ぼくは、絵てがみをかく時、何をかこ

うかなと思いました。そこでぼくは「ツ

ルは千年カメは万年」という言葉を思い

出しました。おじいちゃんおばあちゃん

に長生きしてほしいので、ぼくは「ツル

とカメ」の絵てがみをかきました。

小6 福嶋太希

絵をかくのが楽しかった。言葉をかく
のも楽しかった。 小5 上原大雅 絵てがみをかくのはたいへん。

小5 小暮 竣

絵に感情を入れるのは難しいことなの
で、どんな絵がいいのかを考えるのに時
間がかかりました。 中1

今年の夏はコロナ禍で、旅行などにも
行けませんでしたが、東京五輪などの明
るい出来事もあったので、絵てがみをも
らった人が笑顔になるような内容のイラ
ストや言葉にしてみました。もっとハッ
ピーなニュースであふれる世界になって
ほしいです。 中２ 関根あずみ
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おたん生日おめでとうございます。と
いう気もちで絵てがみをしました。 小3

絵をかくのがたのしかったです。
小3 町田柚羽

はじめてボランティアに参加しました
が、今年もおうち時間が長いということ
もあり、家でできるボランティアは参加
しやすかったです。息子が夏休み中に育
てているあさがおの花を使って絵てがみ
の色づけをしてみました。絵てがみをか
くのははじめてでしたが、楽しみながら
できました。また機会があったら参加し
てみたいと思います。ありがとうござい
ました。 小1 小澤悠真

いろをぬるのがたのしかった。じをか
くのがむずかしかった。

小1 もとみねかれん

かんたんでした。 小1 こぐれしょう

えをかくのが、とてもたのしかったで
す。けしゴムはんこは、むずかしかった
けど、なんかいもやりなおして、じぶん
でつくることができました。えてがみを
うけとった、おじいちゃんおばあちゃん
がよろこんでくれるとうれしいです。

小1 むらこしゆき
日頃から絵をかくのが大好きなので、

「何を書こうかなぁ～」など、いろいろ
考えながら絵をかいていました。今はデ
ジタルの時代なので、こういった機会に
手書きの手紙の良さを感じてもらえたら
なと思いました。 保護者

絵がうまくかけてうれしかった。
小2 うえはらせいあ

誰かに手紙をかくのって意外にむずか
しいと思いました。それでも誰かが一枚
の手紙で元気になったり喜んでくれると
思うと楽しくかけました。 保護者

おばあちゃんおじいちゃんが元気で長
生きしてほしいと思いながら、かきまし
た。絵をかくのが楽しかったです。

小3 村越夏稀

前よりじょうずにかけた。楽しかった。
小3 小暮 京

ぜひ次もやってみたいです。 小3

えのぐをぬるのがむずかしかったです。
また絵てがみボランティアがあったら
やってみたいです。小3 本みねりんせい

色とりどりに使ってむずかしい所を
ぬったり、夏らしさを出したり、ぬるの
はちょっとたいへんだったけど、高れい
者の人が見て気に入ってくれたらうれし
いです。 小3 千島彩吹
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みなさんが心をこめてかいた絵てがみは、社会福祉協議会の「ひとり暮らし
高齢者誕生日訪問事業」において、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、町内でひとり暮らしをしている70歳以上の
方（約130名）の誕生日に訪問し、ひとり１枚、直接お渡ししています。
令和2年11月から配付をはじめ、受け取ってすぐに額に入れて飾ってくださ

る方やお礼のお手紙をくださる方など、大変喜ばれています。今年度もすてき
な絵てがみをありがとうございました。

わたしたちが
届けます♪

メニューNo.8

おうちボラ②手作りうちわで敬老の日を
お祝いしよう！ボランティア

期間：7/5～8/31

参加者：小中学生と保護者36名、コミュニティースペースさくらんぼ１名
できあがったうちわの数：80本

かいてみて「あぁ絵心があればなぁ」
なんて思いました。母に1枚かいてもら
い、そのイラストのかわいさに若干うら
やましくなりました。今回のボランティ
ア活動を通して人に喜んでもらう手段は
「直接会う」以外にもあることを改めて
考えさせられました。 中2 関根あずみ

うちわ作りに参加してみて、心をこめ
て楽しく作ることができました。新型コ
ロナウイルスの影響で人と直接会うこと
が難しい分、このようにお家からおじい
ちゃんおばあちゃんに元気ですごしても
らいたいという思いを届けられるのは、
とてもいいことだなと思いました。いつ
でも笑顔で楽しく元気ですごしてもらい
たいという思いで、うちわ全体の色を暗
い色より明るい色を多く使ったり工夫を
して作ったので、おじいちゃんおばあ
ちゃんに少しでも喜んでもらえたらいい
なと思います。今回のうちわ作りで学ん
だことを活かし、またお家でうちわ作り
をしてみようと思います。 中1
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今回、初めてうちわ作りをしました。
「どうやって作るのかな？」と思ってい
たけれど、紙に絵をかいてうちわにはる
だけだったので簡単だったし、楽しくで
きました。１つ目のうちわは夏っぽいも
のをかいて、２つ目のうちわは自分の好
きな動物をかきました。自分の好きなも
のを自由にかけるのでとても楽しかった
です。 中2 勅使河原仁菜

うちわ作りで、うさぎとパンダとスイ
カをかきました。特にうさぎとパンダが
むずかしかったです。でも、上手にかけ
たのでよかったです。家でもうちわを
作ってみたいと思います。 小6

贈る人のことを考えながら作ることが
できたのでよかったです。いつも作るう
ちわとは違う作り方だったので驚いたけ
ど、わかりやすい説明で簡単に作れたし
楽しかったです。また、使ったときのこ
とを考えながらイラストをかくことがで
きたのでよかったです。言葉も、見た時
や読んだ時の気持ちを考えてかけたので
よかったです。このボランティアで想像
する力が前よりアップしたので、いい経
験になりました。使う人が喜んでくれる
といいなと思います。 中3

今回は、敬老の日をお祝いする手作り
うちわを「いつまでも元気で過ごしても
らえるように」と心をこめて作りました。
海の風景を思い浮かべながら作りました。
直接おじいちゃんおばあちゃんに会って
渡せないけれど、気持ちが伝わって喜ん
でもらえたらうれしいです。ぜひまた参
加したいと思います。 中1 富田結衣

私はボランティアをやって、すごく楽
しく作ることができたし、おじいちゃん
おばあちゃんの顔を思いながら作ったの
で喜んでもらえたらいいなぁと思います。
ボランティアは自分も楽しいし、おじい
ちゃんおばあちゃんが喜んでくれるので、
すごくいいことだと思いました。

小6 日高ゆい

ぼくは、はじめてうちわを作りました。
うちわの紙をはがすのが大変でした。ま
た家でうちわを作ってみたいです。

小6 落合壱哉

うちわの絵を何にしようかまよいま
した。絵をかいたり、うちわの形に紙を
切るのがむずかしかったけど、うまくか
けたのでよかったです。 小6

おじいさんおばあさんのために何かを
することは楽しいと思いました。少しわ
からなかったり、むずかしいところが
あったけど、できてよかったです。また
やりたいです。 小6 鳥居颯太

はじめてやってみておじいちゃんおば
あちゃんに気持ちをこめて作って楽し
かったです。私は絵があまり上手ではな
いけれど、自分なりに上手にかけました。
またうちわを作る時があったら、次はき
れいにかきたいです。 小5

絵をかくのが楽しかった。小5 上原大雅
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ぼくは、ひとり暮らしのお年寄りの
方々に元気でいてほしいという心をこめ
て、うちわを作りました。用紙をはった
り絵をかいたりして、とても楽しかった
です。ふつうのうちわは言葉を書き入れ
ないけど、今回のうちわは言葉を書き入
れられるので、自由に作れました。手作
りうちわを作るのは初めてでむずかしそ
うだったけど、作っているとかんたんに
できて、もっと作りたいと思いました。
家でも作ってみたいと思います。また来
年もやりたいです。 小5

うちわ作りは初めてやりました。初め
てだったので、わくわくしました。じっ
さいにやってみて思ったことは「初めて
だけど、めっちゃ楽しかった！」と思い
ました。紙を取った後のうちわを見たこ
とがなかったので、できてよかったなと
感じました。ぜひまたやりたいです。

小4 鳥居 詩

はじめてボランティアをやってみて、
絵の具をぬるのが楽しかったです。おば
あちゃんが手伝ってくれました。楽し
かったです。 小4 田端 柚

もともとはってあった紙をはがすのが
むずかしかったです。絵をかくのが一番
むずかしかったです。でも、おじいさん
おばあさんのためだから、がんばりまし
た。わたしもおばあちゃんになったら、
手作りうちわをもらいたいです。

小3 福嶋ゆうか

うちわづくりをしたので、けいろうの
日にわたすのがたのしみです。またうち
わづくりのボランティアがあったらやっ
てみたいです。 小3 本みねりんせい

さいしょは、うちわをきれいにはがせ
なかったけど、さいごは、はがせてよ
かったです。絵をかくのが楽しかったで
す。 小3 町田柚羽

うちわ作りをして、クリーパー、アイ
アンゴーレムをかきました。少しむずか
しかったけど、またやりたいです。 小3

こんかいのうちわボランティアは、お
じいちゃんおばあちゃんにあいをこめて
作りました。うちわを作るときは、とて
も時間をかけて作りました。一番むずか
しかったところは、色をぬるところです。
すごくていねいに色をぬったので、とて
も時間がかかりましたが、楽しかったで
す。また、き会があったら、いろいろな
ボランティアをやってみたいです。

小3 北川まお

ぜひ次もやってみたい。 小3

コイとかリラックマの絵で長生きして
もらいたい気持ちを入れてかいたので、
長生きしてもらえたらうれしいです。

小3 千島彩吹

たのしかったです。おじいちゃんおば
あちゃんがよろこんでくれるとうれしい
です。 小2 はま中あおい
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つくるのがたいへんだったけど、絵を
かくのがたのしかったです。おばあさん
とおじいさんによろこんでもらうために
きもちをこめてつくったので、だいじに
つかってください。 小2 とりいあお

いそがしかったけど、できました。絵
をかくのがむずかしかったです。またの
きかいで、ちがうボランティアをやりま
す。 小2 みなみまさと

やくにたてるといいです。
小2 しまざきそうせい

おえかきがたのしかったです。だいじ
につかってほしいです。よろこんでほし
いな！ 小２ とりいすず

うちわづくりがたのしかった。
小２ うえはらせいあ

楽しかったです。またやってみたいで
す。ほかのボランティアもやってみたい
です。 小2 とうま日なた

うちわをつくるのは、はじめてだった
けど、おりがみや、えをじぶんでかけて
たのしかったです。またやりたいです。

小1

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。私はボランティア
をやってうれしかったです。なぜかとい
うと、絵をかくことが好きだからです。

小2 日高もか

えをかくのがたのしかった。なつだか
ら、うみのえをかきました。かぶとむし
のえがかいてあります。そして、はっぱ
をととのえました。またやりたいです。

小1 もとみねかれん

申込みをしたものの、なかなか作り始
めるのに時間がかかり、期限までに終わ
るか心配だったのですが、取りかかった
らあっという間に終わり、ホッとしまし
た。子どもといっしょに「敬老の日は秋
だから、秋っぽいのがいいかな？」「目
の見えにくい方もいるかもしれないから、
大きくはっきりがいいね」など、あれこ
れおしゃべりし、想像しながら手を動か
す時間は、とても有意義なものでした。
でき上がると愛着がわくもので、子ども
たちは手放すことを惜しんでいるようで
したが、喜んでもらえるといいね、と、
直接おじいちゃんおばあちゃんにお渡し
したい様でした。いつかまたそんな日が
来るよう祈っています。素敵な機会をあ
りがとうございました。 保護者

はじめてのうちわ作りで楽しそうに作
業していました。家でのボランティア
だったので、まだ参加できない弟もいっ
しょにお姉ちゃんの作り方を見ながら古
くなったうちわをリサイクルできたのが
とてもよかったです。 保護者

たのしかった。よろこんでくれるとう
れしいです。 小1
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今回、敬老の日を記念して、小中学
生のお子様たち、保護者の皆様、さく
らんぼの皆様には貴重なお時間を制作
にあてていただきありがとうございま
した。うちわ1本1本に皆様の思いが込
められていて、手に取った利用者様は
口々に「上手だね」「かわいいね」と、
感心されていらっしゃいました。なか
には、うちわに書いてあった言葉に
「元気が出た」「まだまだがんばろ
う！」と、勇気をいただけたご様子で
した。手に取ったうちわを見ながら、
利用者様同士で会話がはずみ、なごや
かな時間を過ごすこともできました。
ありがとうございました。

コミュニティースペースさくらんぼ様に
も参加していただきました。

はじめてのボランティア活動でしたが、
家でできるので気負わずに参加すること
ができました。おりがみ工作がすきなの
で、おりがみで切り絵を作ってうちわを
飾ってみました。お年寄りの方が、どん
な色なら見やすいか、どんなメッセージ
だったら喜んでくれるかなど、いろいろ
と考えながら作りました。“元気が出る
色”で作ったので、笑顔になってもらえ
たらうれしいです。ありがとうございま
した。 小1 小澤悠真

メニューNo.9

おうちボラ③プロフィールカードde交流ボランティア
期間：7/5～8/31

参加者：18名 できあがったプロフィールカードの数：41枚

はじめは何をどう書こうか、かなり悩
みました。というのも、プロフィールを
書くことが全くと言っていいほどないの
で慣れていない。しかも、自分の似顔絵
をかいたつもりなのに全然似ていないと
いうハプニング(？)も起こったのですが、
とてもよいプロフィールになったのでよ
かったです。 中2 関根あずみ

お年寄りの方のために自分のプロ

フィールを書きましたが、どうすれば、

より見やすいのかを考えながら書きまし

た。強調したい所を大きく書いたり英語

などはふりがなをふったり工夫しました。

もらった方が喜んでくれるといいなと思

います。 中2 野坂夏基

＊＊＊《贈り先》ライフアップサポート おたっしゃ俱楽部 様より＊＊＊



自分について書くのが楽しかったです。
質問についてよく考えると、普段なかな
か考えることのない自分のことを考える
きっかけになったのでよかったです。自
分がかいたプロフィールで、誰かが喜ん
でくれればうれしいです。今は新型コロ
ナウイルスの影響で、なかなか思いきり
ふれあうことはできないけれど、紙を通
して自分のことを知ってもらえるので、
挑戦してよかったなと思いました。いつ
か「あの時は大変だったよね。」と、マ
スクをしないで笑いながら言える日が来
ればいいな、と思いながら作りました。
またこのような機会があればチャレンジ
してみたいと思います。

小6 佐々木彩海
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ちゃんとおじいちゃんおばあちゃんに
あげる自己紹介のカードが書けたのでよ
かったです。 小6

ぼくは、けん道が好きなので上達でき
るようにがんばっています。けん道が得
意なおじいちゃんおばあちゃんがいたら
教わりたいです。 小6 福嶋太希

プロフィールカードをやるのはむずかし
い。 小5

好きなこととかを書くのは少しはず
かしいけど、おじいちゃんおばあちゃん
に知ってもらえるとうれしいです。次回
もプロフィールを書ける時があったら書
きたいです。 小5

自分のことをかくのが楽しかった。
小5 上原大雅

今回は、おじいちゃんおばあちゃんに
プロフィールカードを作りました。カー
ドには「今がんばっていること」「いち
ばん好きな食べ物」「将来の夢」などを
書きました。「おじいちゃんおばあちゃ
んへのメッセージ」も書けたので、読ん
でもらって、いつまでも元気に過ごして
もらえたらうれしいです。会いに行ける
ようになったら、直接会いに行って交流
できるといいなと思います。また参加し
たいと思います。 中1 富田結衣

次にボランティアがあったら楽しんで
もらえるように がんばりたいです。小3

おじいさんおばあさんによろこんでほ
しいです。いっしょうけんめいつくりま
した。またやってみたいです。 小3

わたしのことをしってもらえるようにか
きました。 小3 千島彩吹

じぶんのことをしょうかいするのが、
おもしろかった。 小2 うえはらせいあ

昨年は絵てがみボランティアに参加さ
せていただき、今年はプロフィールカー
ドに参加させていただきました。作りな
がら「こうやった方がおばあちゃんたち
見やすいかな」と考えながら取り組む姿
を見て、いい機会をいただけたことに感
謝すると共に、早く直接渡せる世の中に
なるといいなと強く思いました。保護者
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シールをはるばしょがむずかしかった。
おじいちゃんおばあちゃんとちょくせつ
はなしたいです！たのしかったです。

小2 小川名うた

シールをはるばしょがむずかしかった
けどたのしかったよ。おじいちゃんおば
あちゃんによろこんでもらいたいです。

小1 おがわなゆうき

今年がはじめてのボランティア。最初
はだれに渡すの？なんで？と、よく理解
できていない様子でしたが、説明して作
り始めると楽しそうに作る姿がうれし
かったです。また来年もやりたい！と、
今からはりきっています。 保護者

この度は、多くのお子様から心のこ
もったメッセージを頂き、ありがとう
ございます。コロナ禍におきまして、
当施設のご利用者様も施設以外の方々
との交流の機会がほとんどない状況が
続いており、今回のメッセージに触れ、
笑顔になる方がたくさんいらっしゃい
ました。コロナによる生活の制限がい
つ終わるかわからない状況の中で、素
晴らしいプレゼントを頂き、ご利用者
様も職員も喜んでおります。今後もど
うぞよろしくお願い致します。

＊＊＊《贈り先》介護老人福祉施設 絆の丘 様より＊＊＊

メニューNo.11

親子お寺体験
7/27(火) 参加者：親子３組８名

たのしかったです。しせいを正しくす
るのがむずかしかったです。１回目より
も2回目のほうがじょうずにできてうれ
しかったです。おてらのことはしらな
かったけど、いってみるとこういうとこ
ろなんだなぁとわかりました。おてらた
いけんにきてよかったです。またさんか
したいです。ありがとうございました♡

小2 鳥いあお



むずかしかったけど、たのしかったで
す。えをなぞるのがたのしかったので、
またやりたいです。ちがうのもやりたい
です。すわるのがむずかしくて、みぎの
ふとももがいたかったです。

小1 とりいすず

えをかくのがたのしかったです。おと
うさんすわりで、あしがいたかったです。
やすみじかんにおちゃをのんで、すっき
りしました。 小1 もとみねかれん
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絵をかくのがたのしくて、足がしびれ
た。つぎもあったらやってみたいです。
お寺体験ができて、いろいろなことを
知ってうれしかったです。

小3 本みねりんせい

今回はじめてお寺体験に参加しました
が、とても貴重な体験ができ感謝してい
ます。お寺での作法や焼香の意味を教え
ていただき、とても勉強になりました。
お香の香りをかぐと、とても気持ちが落
ち着きます。そんな中で座禅をして
「無」の時間を過ごすというのは、心が
穏やかになる感覚でした。普段もそのよ
うな時間が持てるといいなと思いました。
また参加してみたいと思います。ありが
とうございました。 保護者 鳥居恵理

お寺体験は何回もやっているけど、何
回やっても楽しかったです。ざぜんは少
しつかれるけど、慣れてきたので、前回
よりはつかれませんでした。すわってい
る時、目の前が葉っぱだったので、気持
ちよくできました。いろいろなやり方を
教わって、少し忘れていたのもあったけ
ど、いろいろな人たちといっしょにでき
てよかったです。これからもお寺体験が
あったら、また参加したいと思いました。

小5 引間一樺

普段できない体験をさせていただきま
した。焼香の正しい作法やすり足等、今
後、日常生活にも役立つ知識を教えてい
ただきました。座禅では、15分が長く
感じました。心を落ち着かせることは、
落ち着いた言動につながるのかなと思い
ました。お寺でしかできない貴重な体験
をさせていただき、ありがとうございま
した。 保護者

お寺体験は今回で3回目になりますが、
参加させて頂くと、普段しないことをす
るため、新鮮です。自然の音を聞きなが
らの座禅はすごく落ち着いて気持ちがよ
かったです。今回、はじめての写仏をし
ましたが、よかったです。 保護者



大忠院の皆さまにはボランティアでご協
力いただきました。静かなお寺での貴重
な体験をありがとうございました。
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低学年の子ども達が多かったので
作法は実際にやって見せて、専門用
語を使う時は、わかりやすく解説し
ながら話すよう気をつけました。体
験の中で、特に座禅は大人でも１回
座るのに一苦労ですが、子ども達は
教えた通り、背筋を伸ばして姿勢が
よかったのと、心静かに集中して
座っていましたので、とても感心し
ました。なお、座禅をする時の服装
はズボン（ジャージ）等がふさわし
いかな、と思いました。来年もよろ
しくお願いします。

＊＊＊大忠院 住職 大橋朗秀様より＊＊＊

メニューNo.12

そなえて安心♪防災ワークショップ
8/2(月) 参加者：11名

非常食づくり体験協力：横瀬町赤十字奉仕団

※非常食(ご飯)ができあがるまでの間、社会福祉協議会の職員の進行で埼玉県のホーム
ページにある「小学生向けイツモ防災教材」を使用して防災について学習しました。

赤十字のボランティアの方々に非常時
のお米のたき方を教わりました。私は以
前このボランティアに参加させてもらっ
たので大体のことは覚えていました。で
すが、やっぱり袋の空気をぬいたりする
のは難しくて苦戦してしまいました。新
型コロナウイルスのため、以前のように
カレーを作って食べることはできません
でしたが、きちょうな体験ができました。
お米を鍋でにている間に、いくつかのク
イズをしました。非常時に役立つ10こ
の道具を暗記したり、食べ物の保管の仕
方を学んだりしました。難しくてなかな
か覚えられなかったですが、とても楽し
く体験できました。また機会があったら
参加したいです。そして、災害時に役立
てるように家でも家族と話し合いたいと
思います。 小6 佐々木彩海

災害について、しっかりとわかったし
これから災害があったときにささえられ
るといいと思いました。次の時はご飯を
作れるようになりたいです。 小6

米を作る時に空気をぬくのがむずかし
かったです。それからゴムをまくのもむ
ずかしかったです。 小5
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お米に水を入れる時がむずかしかった
けど、2こ目でできるようになりました。
次もできたらやりたいです。たのしかっ
たです。 小3 千島彩吹

たのしかった。クイズがむずかしかった。
小3

問題がむずかしくてあんまりあたらな
かったけど楽しかった。 小3 浅見和希

ごはんと水を入れるのがむずかしかっ
た。空気をぬくのがむずかしくて時間が
かかってしまった。クイズは思っていた
よりもむずかしかった。ご飯がおいしそ
うにできてよかった。 小6 福嶋太希

ボランティア活動は初めてでしたが、
とても勉強になったし楽しかったです。
ぜひ来年も参加したいです。

小6 長島美桜

クイズはぜんぶおぼえられなかったけ
ど、次はぜんぶおぼえられるようにした
いです。またやってみたいし、ほかのボ
ランティアもやってみたいです。

小3 北川まお

クイズに1人だけ正かいできて、うれ
しかったです。またボランティアをやっ
てみたいです。 小3 本みねりんせい

ごはんをつくるのがむずかしかったで
す。理由は、空気をぬくときになかなか
ぬけなかったからです。あと、カレーも
たべたかったです。またやってみたいで
す。 小3 福嶋ゆうか

コロナ禍で参加者も少なく、米だけ
の料理になってしまい残念でした。早
くコロナ禍が終わって通常の調理がで
きるようになってほしいと思う。米は
半分の量でやってみたが、硬めの仕上
がりになってしまった。カレーをかけ
たり、炒飯などに加工して食べるのも
良いかと思う。なかなか調理がむずか
しかった。ありがとうございました。

＊＊＊横瀬町赤十字奉仕団 様より＊＊＊

横瀬町赤十字奉仕団の皆様にはボランティアで協力していただき参加者におみやげも

いただきました。災害発生時に役立つ貴重な体験をありがとうございました。



ピザのきじをこねるのが気もちよかっ
たです。玉ねぎを切るのが意外とできて
よかったです。味はとってもおいしかっ
たです。 小6 福嶋太希

メニューNo.13

ピザづくり体験
7/30(金) 参加者：12名

協力：横瀬町食生活改善推進員協議会
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今日ピザ作りをして楽しかったです。
きじをまとめるのが少し難しかったです。
ピザの味はおいしかったです。中がふわ
ふわしていて外側がカリカリしてとても
おいしかったです。 小6 中 愛魅

ピザ作り体験で様々な作業をして最後
は協力して作れたと思います。野菜を切
るところから始まり、やいて完成です。
味はおいしかったです。他のボランティ
アにも参加して様々な人の役に立ちたい
と思いました。 小6 浅見修杜

ピザのきじがすっごくふわふわで具は
シャキシャキしてておいしかったです。
また次も参加したいけど6年生なので参
加できなくてさみしいです。楽しかった
です。 小6 柴﨑大翔

ピザのきじがすごくやわらかかった。
ピザを食べてみてすごくおいしかったで
す。家でもピザを作ってみたいです。

小6 落合壱哉

今日はピザを作って、こねたり切った
りした時が一番大変でした。できあがっ
た時はうれしかった。家でも作れそうな
ので作ってみたいし、他の人にも食べさ
せてあげてよろこんでもらいたいです。

小5 町田 百
今日はじめてピザを作ってみて、きじ

をこねるところがスライムを作っている
ような感覚で楽しかったです。チーズが
いっぱい入っていたので、おいしかった
です。 小5

今日ピザ作りをしました。作業で一番
大変だったのはトッピングです。理由は
バランスよく乗せるのが大変でした。味
はとってもおいしかったです。

小5 横田 蓮
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夏休みのボランティア体験プログラ
ムに何回か参加しましたが、今回のピ
ザ作りはコロナ禍のため少人数の募集
で生地作りから子ども達とでき、お家
でよくお手伝いをしていて包丁を上手
に使う子や私は苦手と言いながらも仲
よく3人で食材を切り、子ども達で工夫
しながらトッピングをのせ、焼いてい
る間には包丁は苦手と言っていた子が
率先して洗い物をしてくれました。
焼き上がったピザに感動し、はじめ

から出来上がるまで子ども達が参加で
きてよかったと思います。長い夏休み
中、お家の人達とレシピを見てピザ
パーティーでもしてくれたらうれしい
です。

食生活改善推進員協議会のみなさんには

ボランティアでご協力いただきました。

楽しい食育体験ありがとうございました。

きじをこねるのがつかれた。トッピ
ングが今まで作ったことのない材料
だったので作れてよかったです。とて
もおいしくできたので家族に食べさせ
たいです。おととしまでは1日やってい
たと言っていたので今度はそれにも参
加してみたいです。 小5 仁木音花

みんなとできて楽しかった。またや
りたいです。次は新しくてすごい物を
作りたいです。 小5 伊藤桜空

楽しくできてよかったです。おいしく
できました。また参加したいです。

小5 荒木悠真

切るのはむずかしかったけど、こね
たりするのは意外にかんたんそうなの
で、家でもやってみたいです。先生が
やり方をやさしく教えてくれたので良
かったです。ピザをやくのが、ものす
ごくあつそうでした。ぜひ次もボラン
ティアをやってみたい。 小5 光畑音彩

＊＊＊横瀬町食生活改善推進員協議会 様より＊＊＊

今年度も事前の健康観察や参加当日の感染症対策にご協力いただき、
本プログラムが無事終了いたしました。ありがとうございました。
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メニューNo.10

(中止)おじいちゃんおばあちゃんに壁かざりをプレゼントしよう！

予定していた8/10(火)総合福祉センターでの制作は中止になりまし
たが、横瀬児童館のみなさんが協力を申し出てくださり、模造紙３枚
分の壁かざりを制作していただき各施設へお届けすることができまし
た。とてもすてきな壁かざりをありがとうございました。

＊＊＊《贈り先》ぶこうの里デイサービスセンター様より＊＊＊

今年度、初めてボランティアをお受
けさせていただきました。素敵な壁面
をありがとうございました。
デイサービスをご利用されているお

じいちゃんおばあちゃんも「かわい
い」「きれいだね」と、とてもうれし
そうにされていました。
今はコロナでなかなかふれあえませ

んが、いつか落ち着きましたら、デイ
にも遊びに来ていただけたらうれしい
です。本当にありがとうございました。

壁かざりといっしょに
撮影した敬老会の写真と
児童館のみなさんあてに
お手紙をいただきました。
ありがとうございました。
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今年は児童の皆様から素晴らしい貼
り絵をいただきました。すぐに利用者
様の目に留まり「なんの魚かな？」
「いっぱいいるね。」「上手にできて
るね。」と、感激していました。
また、作成していただいた児童の皆

様の写真を見て泣いている方もいまし
た。コロナ対策のため、お孫様に会え
ず、寂しい思いでいる中、思い出され
た様子です。
本当に素敵な作品をいただきありが

とうございました。どうか皆様もコロ
ナに負けず、お過ごしください。

＊＊＊《贈り先》介護老人保健施設なでしこ様より＊＊＊

＊＊＊《贈り先》介護老人福祉施設ウエルハイム・ヨコゼ様より＊＊＊

《利用者さん》

・いろいろな物を使って作ってあり

すごい。

・アイデアがすごい。

・きれいな柄ができて何で作って

あるのか興味がある。

《職員の皆さん》

・コロナ禍でなかったら、皆さんと

利用者さん達でいっしょに作品

づくりができたらいいです。

・子ども達が作ったというだけで

明るくなります。

・子どもが作るものは職員（大人）

と違って、かわいい作品で気持ち

も明るくなり、ありがたいです。

・利用者さんも職員も心が和みます。

ありがとうございました。

◎9/7(火)、8(水)に各施設へ壁かざりをお届けし、大変喜んでいただきました。
この状況が良くなり、一日も早く直接ふれあえる日が来ることを願っており
ます。ご協力いただきました皆様ありがとうございました。


