
令和 4年度 島田市市民活動センター中間支援業務

夏休み「１day ボランティア」開催事業

＜夏休み中高生向け市民活動＆ボランティア体験セミナー＞

実施報告書

島田市市民活動センター

島田市本通三丁目 6－1 地域交流センター歩歩路内

http://scsc.jp/

［事業運営者］

特定非営利活動法人クロスメディアしまだ
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0１ 概況 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

島田市市民活動センター（事業運営者：特定非営利活動法人クロスメディアしまだ）では中間支援業務におい

て、令和４年度夏休み「１DAY ボランティア」開催事業を実施した。島田市内在住もしくは在校の中学生及び高

校生を対象とし、７月下旬から８月の夏休みの機会に市民活動やボランティア活動を体験する機会を創出した。

市民活動団体 9団体にて受け入れを依頼し、計 10 のボランティア体験プログラムを用意し、16 回プログラムを

実施した。総計 85 名の参加者が活動へと参加をした。

地域における市民活動やボランティア活動は、地域課題の解決における重要なファクターであり、また地域に

根ざし豊かに生きていくきっかけとしても大きな役割を占めている。しかし、日本各所における市民活動におい

ては、少子高齢化、生産年齢人口の減少等の市民活動を取り巻く課題に加え、新型コロナウィルス感染拡大

における社会活動の停滞が大きな打撃となっており、島田市の様々な活動団体においても例外ではない。島

田市市民活動センターにて令和3年度に実施した市民活動調査（アンケート）によると、「取り組みの課題」の問

いに対して最も多かった回答は「会員の減少」（54 ・ 7％）であった。元々会員の確保に悩む中、ここ 2年間のコ

ロナ禍の影響で、会員の減少に悩む団体は今後さらに増加していくことが予想される。

そんな中、市民活動センターにおいては、令和 2 年度に高校生に向けたボランティアへの意識調査を実施し、

令和 3 年度に夏休み「１DAY ボランティア」を初開催した。新たな担い手に向けた活動参加への興味喚起を目

指し、主に中学生・高校生を対象とし、市民活動への体験参加や学びの場を設け、今後の活動の種を植える

事業として今年度第二回を展開した。

中高生を対象とした当事業「夏休み１Dayボランティア」を通じ、アンケート結果からも「今後地域や社会を良くす

るための活動をしていきたいと思うか？」の問いに対しては「思う」という回答が100％であり、「参加前よりも「ボ

ランティア」や「市民活動」が身近に感じられるようになりましたか？」の問いに対しても、「はい」が 96.4％である

など、ボランティアや市民活動に触れるきっかけ作り、今後も関わり続ける土台作りとしては一定の効果を出す

ことができたと考えられる。

［目次］

０１概況 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２

０２企画概要 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ５

０３展開スケジュール ＝＝＝＝＝＝＝＝ ６

０４体験プログラム一覧 ＝＝＝＝＝＝＝＝ ７

０５広報施策 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ８

０６体験実施の様子 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ９

０７その他 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ １４

０８活動報告レポート ＝＝＝＝＝＝＝＝ １５

０９参加者アンケート ＝＝＝＝＝＝＝＝ ３６
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02 企画概要 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

目的：島田市における市民参加による市民のためのまちづくりを実現に向けた、新たな担い手に向

けた活動参加への興味喚起を目指す。主に中学生・高校生を対象とし、市民活動への体験参

加や学びの場を設け、今後の活動の種を植える事業として展開する。市民の活動参加促進に

つなげるとともに、活動団体においても自身の活動の魅力と課題の発見につなげる。

日時：令和 4年 7月下旬～8月下旬の期間（夏休み期間中）

対象：島田市に在住もしくは在学の中学生・高校生

（社会貢献に興味がある中高生、人の役に立つ仕事に就きたい中高生）

団体数：9団体

プログラム数：10 プログラム

開催数：16 回

定員数：85 名

参加費：無料

会場：各受け入れ団体による ※集合も同様

主催：島田市市民活動センター

（島田市本通三丁目 6－1地域交流センター歩歩路内、0547－33－1550）

所管：島田市 地域生活部 市民協働課（島田市中央町 1－1、0547－36－7402）

実施：NPO 法人クロスメディアしまだ

（島田市日之出町 4-1-1F C-BASE 内、0547－39－3666）

※ボランティアや社会貢献活動への参加は、これから中学生や高校生にとってもより身近なものと

なっていきます。2020 年度の大学入試改革では、「主体的に学ぶ態度」が重視されることから学校

側の調査書（内申書）や生徒自身が電子データにまとめる「eポートフォリオ」などでも、ボラン

ティア経験を記入する箇所があります。
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03 展開スケジュール ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

時期 内容 備考

4 月

・実施内容の決定

・受入団体募集方法の決定

・受入団体への通知

（WEB サイト掲出、登録団体へ郵送）

5 月

・受入団体の募集（5月 1日～20 日）

・受入団体の登録

・受入団体のプログラム調整・決定

・参加者募集方法の決定

（サイト、チラシ等作成、広報しまだ手配）

6 月

・参加者の募集の開始（～7 月 5 日）

★チラシの配布（学校関係 6 月 25 日目安）

★島田市公式 LINE 配信（6月 25 日目安）

★地域情報誌掲載（6月 25 日号）

※R３年度実績

★チラシの配布（学校関係 6 月 18 日）

★広報しまだ掲載（6 月 15 日号）

★地域情報誌掲載（6 月 25 日号）

7 月

・参加者の申込締め切り（7 月 10 日）

・参加者の決定（7 月 11 日～15 日）

・決定通知の発送（決定通知、保護者同意書等

の発送）

※送付物（Ｒ４年度）

・決定通知

（日時、会場、担当者）

・保護者同意書

・「ボランティアって何？」

・実施後アンケート

・実施後レポート

8 月

「1day ボランティア」開催

・各団体にて受け入れ

★受付、写真記録、実施内容確認

9 月

・参加者アンケート調査の実施

（報告レポートの提出）

・終了証書の郵送

・受入団体アンケート調査の実施

10 月 実施報告書
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04 体験プログラム一覧 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9つの活動団体が参画し、計 10回の体験プログラムを計画、計 71名の中学生・高校生の受け入れを実施した。

日付 時間 活動名 団体名 募集人数

8 月 1 日 14:30～16:45 駄菓子屋さんになろう 駄菓子屋コミュニティ「な

かみぞさんち」

3名

8 月 3 日 9:30～13:30 アーティストと一緒に作品メ

ンテナンス作業をしてみよ

う！

UNMANNED無人駅の芸術祭/

大井川

5名

8 月 1 日 9:45～16:00 放課後等デイサービスで障が

い児の支援体験

認定 NPO 法人フリースペ

ース・うぇるびー

2名

8 月 3 日 9:45～16:00 放課後等デイサービスで障が

い児の支援体験

認定 NPO 法人フリースペ

ース・うぇるびー

2名

8 月 24 日 9:45～16:00 放課後等デイサービスで障が

い児の支援体験

認定 NPO 法人フリースペ

ース・うぇるびー

2名

8 月 10 日 9:30～11:30 ベルマークを仕分けて被災地

を支援しよう！

島田市社会福祉協議会 15 名

8 月 19 日 13:30～15:30 難聴」「要約筆記」を知ろう！

or『文字』で伝えるボランティ

ア！

島田市要約筆記サークル

「うさぎ」

3～4名程

度

8 月 18 日 13:00～15:00 障がい者の人と一緒にソーイ

ング体験をしよう！

ケア研究所 2名

8 月 22 日 11:00～13:00 障がい者の人と一緒にソーイ

ング体験をしよう！

ケア研究所 2名

7 月 30 日 8:30～15:00 やってみよう！こども食堂中

高生スタッフ

NPO法人しまだつながり研

究所

3～4名

8 月 27 日 8:30～15:00 やってみよう！こども食堂中

高生スタッフ

NPO法人しまだつながり研

究所

3～4名

8 月 4 日 13:00～17:00 地域の賑やかな駄菓子屋さん

でお店番

NPO法人しまだつながり研

究所

7名

8 月 18 日 13:00～17:00 地域の賑やかな駄菓子屋さん

でお店番

NPO法人しまだつながり研

究所

7名

8 月 25 日 13:00～17:00 地域の賑やかな駄菓子屋さん

でお店番

NPO法人しまだつながり研

究所

7名

8 月 7 日 13:00～15:00 共生社会をみんなで創ってみ

よう！

インクルーシブスクラブ 10 名

8 月 9 日 ①9:00～11:30

➁13:30～16:00

力を合わせて五和会館をリフ

レッシュしよう！

島田市金谷生きがいセン

ター

10 名
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05 広報施策 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〇広報チラシ作成及び配布（市内中学校にて生徒配布、高校への配架依頼）

〇WEB サイトへの掲載（申し込みフォームの掲載）

〇島田市公式ＬＩＮＥ配信（6月 29 日号）

〇地域情報誌 cocogane（6 月 25 日発行号、新聞折込、ﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ版、50,000 部）

広報チラシ（両面）

地域情報誌 cocogane

島田市公式 LINE
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06 体験実施の様子 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〇7月 30 日・ 8 月 27 日／やってみよう！こども食堂中高生スタッフ／NPO 法人しまだつながり研究所

〇8月 1日／駄菓子屋さんになろう／駄菓子屋コミュニティ「なかみぞさんち」
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〇8月 1日・3日・24 日／放課後等デイサービスで障がい児の支援体験／認定 NPO 法人フリースペース・

うぇるびー

〇8月 3日／アーティストと一緒に作品メンテナンス作業をしてみよう！／UNMANNED無人駅の芸術祭／

大井川
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〇8月 4日・ 15 日・ 25 日／地域の賑やかな駄菓子屋さんでお店番♪／NPO 法人しまだつながり研究所

〇8月 7日／共生社会をみんなで創ってみよう！／インクルーシプスポーツクラブ
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〇8月 9日／力を合わせて五和会館をリフレッシュしよう！／島田市金谷生きがいセンター

〇8月 10 日／ベルマークを仕分けて被災地を支援しよう！／島田市社会福祉協議会



11

〇8月 18 日・ 22 日／障がい者の人と一緒にソーイング体験をしよう！／ケア研究所

〇8月 19 日／「難聴」「要約筆記」を知ろう！『文字』で伝えるボランティア！／島田市要約筆記サー

クル「うさぎ」
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07 その他 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〇メディア掲載実績（静岡新聞）

〇修了証書

・終了後、参加者は「レポート」および「アンケート」を提出

・レポート提出を確認したのちに、修了証書を郵送する。
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08 活動報告レポート ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ボランティア活動を体験した中学生・高校生へは、活動報告レポートの提出を依頼した。計 54 件の提出があっ

た。提出された活動報告レポートは、参画した活動団体へ報告を実施した。一部の活動報告レポートを掲出す

る。
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09 参加者アンケート ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

①学校別 参加者

55 件の回答

②学年別

55 件の回答

＜概要＞

調査方法：参加決定者へ書面郵送にて依頼（7月 15日）

回答：①郵送にて回答（記入の上、送付）

②持参にて回答（記入の上、市民活動センター窓口へ提出）

③WEBにて回答（QRコード、市民活動センター HPよりフォームへ回答）

提出期限：令和 4年 9月 17日（土）

発送数：71 回答数：55（77.4％）
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③参加したプログラム

55 件の回答

④参加してみていかがでしたか？

55 件の回答

⑤参加前よりも「ボランティア」や「市民活動」が身近に感じられるようになりましたか？

55 件の回答
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⑥今後、地域や社会を良くするための活動をしていきたいと思いますか？

55 件の回答

⑦友人や後輩など他の生徒に当事業への参加を勧めたいと思いますか？

55 件の回答

⑧当事業に参加した動機やきっかけについて教えてください。

55 件の回答

・社会貢献をして社会の役にたちたかったからです

・したことのない体験ができそうだったから

・高校生になってもボランティアに参加したいと思ったのでこの機会を通して学びこれからのボラ

ンティアの活動に活かしたいと思ったからです。

・人の役に立ちたいと思い自分のやってこなかったボランティアに参加しました

・前から地域の方々との交流を深めたいと考えており、活動を行うことで自分の地域のことを深く

知ることになると考えたから。活動を通して少しでも社会貢献ができたら良いと考えたから。

・友達が参加出来なくなったため。自分も障子張りに少し興味画あったため。

・夏休みの期間を使って何かのためになりたいと考えたから
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・学校でプリントが配られてきたのでいい機会だと思い参加しました。

・地域の人たちが大変な事をやっていて手伝いたかった

・部活引退までなかなかボランティア活動に参加することが出来なかったので夏休みを機にやって

みたいと思いました。

・街の人の助けになりたいと思ったから。

・学校でお知らせがあった時、お世話になった場所に恩返しがしたいと思い、参加を決めました。

・親にどう？と 1Day ボランティアのプリントをもらい、特に興味をもった駄菓子屋に応募しまし

た。

・ベルマークを収集することで、被災地への支援ができることがあることを知り参加しようを思い

ました。

・母親がチラシを見てどう？といったので、チラシをみたら地域のやくにたちたいと思った

・障がいの子達と一緒に楽しんだり、みんなと遊びたかったからです。

・昔使っていた場所をきれいにするため

・ボランティアを何かやりたくて見てみたら楽しそうだしやりがいを感じられそうだったから。

・障がい者の人達と、楽しく触れ合ったり、障がいがあるなし楽しめることがしたいと思ったので、

このプログラムに興味を持ったので参加しました。

・自分のことだけでなく、もっとまわりを見て生活していきたいと思ったから。

・朝読書の時「ルの涙」という本を読んでいて、障害者を抱える人にも、それぞれの感情があった

り、考え方があって少し興味があったから。

・いつも使っている所だったため、きれいにしたいと思ったから

・小学生の頃手話についてふれる機会があり、難聴に興味を持ったから。

・私が通っている中学校にもベルマークを集めているから。

・手話に興味があって、調べていたら、手話以外にも「要約筆記」というものがあると知って、要

約筆記についても知りたいと思ったから。

・役に立ちたかったから。

・親に勧められたから。

・学校で、この夏休みにボランティアなど、長期休みにしかできないことに挑戦しなさいと言われ

たので、ボランティア未経験の私でも挑戦できるようなものを探していたところ、インターネット

で偶然見つけたから応募した。

・メンテナンスやアートに興味があったため、無人駅や自然に触れ合いたいため、中学二年のうち

に、様々なことに挑戦したいと思ったため。

・地域の方々にお世話になる機会が多くあり、少しでも恩を返して地域の役に立ちたいと思ったか

ら。

・私も聴覚障害まではいかないけれど、右耳の聴こえが悪いから、それだけでも苦労しているのに、

もっと「聞こえていない」という方々は、どのように思っているのか知りたかったから。

・ひだまり教室で五和会館を使っているからです。

・学校で配布された手紙を見て応募をしました。

・言語聴覚士になりたいという夢があり、難聴について知る機会が自分にとって貴重な体験になる

と思ったから。

・去年も子ども食堂の体験に応募し、当選したがコロナの流行により実行できなかったため。
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・今年中に何かのボランティアに参加したいと思っていたから。コミュニケーションが得意でない

ので黙々と作業できるものが良かったから。

・ボランティアに興味があったから

・元々人の助けになることが好きで、ボランティア活動を推進している高校に通っていたため、夏

休み中に何か出来ることは無いかと思い、今回の活動に応募させていただきました。

・高校生としての夏休みという限られた時間の中で、沢山のさまざまな体験をしたいと考え、友達

と誘い合って参加を決めました。

・母がそのような保育園で働いていたため。私もそういう子供達を助けたいと思ったから。

・友達と一緒にボランティアをやろうと話をしたのでやってみました。

・地域の人たちと触れ合ってみたかったから

・学校でベルマークを集めていて、そのベルマークがどこにいくのかなど、仕組みを知りたいと思

ったからです。

・ベルマークのしくみについて知りたいと思ったから

・このボランティアの前に他のボランティアに行ってみて、そこでやりがいと感じ他にもやくに立

ちたいと思ったからです。

・母親のすすめ、将来の夢が保育士だから

・学校でボランティアのプリントが配布され、何かやりたいと思った。私自身が駄菓子屋さんが好

きだし、色んな人と関われて楽しそうだと思ったから。

・学校の授業でボランティアの重要性について聞く機会があり、自分も参加したいと考えたから。

・駄菓子屋さんのボランティアと聞き、興味を持ったため

・学校に募集要項が掲示されていたから。

・将来のため、年代問わずたくさんの方々とコミュニケーションをとり、接し方を学びたいと思っ

たからです。

・ボランティアに参加したいという思いもあったものの、その中で、自分がやったことのない障子

の張り替えができると知ったから

・将来福祉関係の仕事につきたくて、今から何ができることはないかと考えていたら、このボラン

ティアが書いてあるチラシを見つけて、参加してみたいと思ったから。

・いつもはぼくがお菓子を買う立場だけど、お菓子を売れると聞いて体験してみたくなったから。

・色々な人と話がしたいと思ったから。

⑨参加前と現在とで、自分自身が変わったと感じることがありましたら教えてください。

55 件の回答

・普段は料理はあまりしませんでしたがぜひやってみたいと思いました

・アートと地域とな距離をより近く感じるようになった。

・前は初対面の人といきなり活動するのは苦手だったが積極的に話しかけれるようになりました。

・自由に自分主体として活動していて自分の意見をみんなに広げることができた

・活動を通して自分の地域がどのような事を行っているのか知ることができた。

・障子はりが出来るようになった。日本の文化に触れることができた。
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・日本の文化をもっと大切にしていき後の世代の人に文化の良さを伝えていきたいと考えれるよう

になった

・文化の交流の大事さを知った。

・地域の人たちをもっと手伝いたいと思った

・参加してみて地域の方と交流をもって距離を縮めることが出来たと思います。

・ベルマークを集めてみようと思った。

・駄菓子屋とは、ただモノを売ればいいと思っていましたが、商品の値段は細かく違ったり、屋台

を運んだりしなければならず、想像以上に大変でした。でも、小さな子供が喜んでいるのを見ると

嬉しくなりました。とても良い体験だと思います。

・駄菓子屋の仕事も大変さがわかった

・この体験を通してこれからは自分にできることをみつけて社会に少しでも貢献できる人になって

いきたいです。

・もっと積極的に参加しようと思った

・最初は町などで障がいの子を見かけたとき、ずっと見たりしちゃったけど体験したあとはそんな

目で見ないでもし、見かけたら「何か困っていることはありますか？」と積極的に声をかけたいと

思いました。

・障子張りにも昔の人の知恵があって、やりやすい方法などがかくれていて、難しかったけど障子

を張れるようになった

・ボランティアの楽しさを知ることができたこと。

・最初は、このようなスポーツをして障がい者の人達と差がうまれてしまうと思ったけど、やって

みればみんなで障がい関係なくたのしめたし、最後に終わってみればみんな同じように楽しめたと

思った。

・ベルマールがどのように使われていくのか知らなかったけれどボランティアをして、ベルマーク

を集めるだけでいろんなことを支援できるとわかり、これからも自分にできることは積極的にやっ

ていこうと思いました。

・障害の人は、話が伝わらなかったり、少しよくない考え方でした。でもみんなと会話が出来たり

1 人 1 人個性があって、とても楽しかった。ふだんとは少しちがったかんきょうだったけど、みん

なすごせてよかったと思いました。

・障子を張れるようになったこと、障子張が楽しいと思えたこと

・難聴についての理解が深まり、今まで気にしなかった字の大きさや要約筆記を機にするようにな

りました。

・前はボランティアをあまりすることがなかったけれど今日ボランティアをしてみてたくさんボラ

ンティアをしたいと思った。

・困っている人を積極的に助けてあげようと思うようになった。

・他人との接し方

・芸術に関する感覚がかわった。

・今自分にできることは何かを考えて動くことができるようになった。

・ボランティアは全て自分のためになっているということです。

・和の文化についてあまり深く考えることはなかったが、障子の張り替えを経験して、和の文化に

ついてもっと考えて生活していきたいと思うようになった。
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・私は聴覚障害者の方は、手話だけしかないと思っていたけど、それだけではなく、要約筆記者や

人工内耳など、いろいろな便利なものがあって、人生も充実していると思って、見方が変わりまし

た。

・障子の張り方がわかった。

・視野が広がりました。様々な考え方、生き方があって認め合うことの大切さを改めて感じること

が出来ました。

・難聴について知ることができて、より言語聴覚士になりたいという意識が改めて強まるきっかけ

になった。

・前までは、誰かがやってくれるからいいかと思って言われたことをやっていたが今では、自分か

ら動き、どうしてもだめなときは、人に頼るようになった。

・ベルマークがたくさん集まっていて、小さなボランティアに関心のある方が多いと感じ、自分も

これからはベルマークがついた商品を買ってみようと思った。

・ボランティアの大変さとやりがい

・参加する前は、初めての外部ボランティア活動ということもあり、参加者の方や地域の方と打ち

解けることが出来るか不安でした。実際に参加してみると、ちゃんと話すことが出来たり、気にか

けてくださって安心して活動を行うことが出来ました。今後も一緒にボランティア活動に参加して

いるのだから大丈夫、という意識を持って、ボランティア活動をしていきたいと思いました。

・以前まではボランティアとして人の手伝いをするというのが、足手まといにはなりたくなくて参

加するのをためらっていました。でも今回の参加を通して、決して足手まといとかの問題ではなく、

参加することの意味が大切だという意識に変わりました。

・誰かの役に立つからベルマークやエコキャップを集めてみようと思いました。

・もっといろんな人と交流出来るようになった

・自分が学校で集めているベルマークも、その後大変な仕事があると知ったので、自分である程度

仕分けて、ベルマークを積極的に出すようにしたいと思いました。

・ベルマークをより身近に感じ、自分もベルマークを集めたいなと思いました。

・自分から進んで行動できるようになったと思う。

・より保育の道を目指したいと思った

・御菓子を並べたり、片づけたりするとき、高校生の人達はとても進んで行動・考えて行動ができ

ていて、私も自分からできることはないかと探してみた。率先して動く高校生の姿から、自分で「で

きることを探してやってみる」力をつけることができたと思う。ボランティア活動は思ったより大

変なところもあったけど、とても楽しくできたからよかった。

・ボランティア活動に参加させてもらって自分のものの見方や視野が変わったと思った。指示に従

って正確な行動を取ることも大切だけどそれだけではだめだと思った。先を考えて行動できるよう

になったと感じる。

・小さな子供たちとの接し方を学ぶことができた

・地域の繋がりをもっと感じるようになった。

・小さい子と接する時に敬語を使うよりも話し言葉で目線を合わせて話すことで、元気よく反応を

してくれるので、年代によって話し方を変えることがとても大切だと思いました。

・今まで、学校内のボランティアには取り組んできたところに加え、社会全体も視野に入れて、広

く物事を見れるようになった。
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・参加前は、ベルマークやペットボトルのキャップ回収などをあまり行ってきていなかったけど、

今回このボランティアに参加して、たくさん集められるように心がけるようになりました。かんた

んに集められるものなのにそのまま捨てていたのでとてももったいないと感じました。

・ボランティアに進んで活動してみたくなり、ボランティア活動に興味が沸いた。

⑩参加した感想を教えてください。学んだこと、良かったこと、大変だったこと、改善してほしい

こと。何でも記載してください。

55 件の回答

・初めは積極的に動くことが出来ませんでしたが慣れてきたら動けるようになりました。皆さんの

役に立つことが出来て本当に嬉しかったですもし次も予定がなかったら参加したいなと思いまし

た。

・新しいアートの形に触れて、知ることができてとても満足した。他の作品も見てみたい。

・利用している子供も支援している大人の方もみんな優しく接してくれてボランティアとしての活

動がしやすくとても充実した一日でした。色々な人との関わり方を学びました。

・積極的に声をかけてくださり自分も話しやすかったです。

・自分が幼い頃に買っていた駄菓子があり、とても懐かしく感じた。様々な年齢の方と交流する場

があまり多くないため、とても新鮮だったが、地域のことだけでなく、地域の方のことも知るため

にコミュニケーションを取ることはとても大切だと感じた。地域の方で協力して活動するのは、仲

も深まるしとても良いことだと思いました。

・思っていたより楽しかった。ノリをのせるのは大変だったけど慣れてくるとスーッとのせられた

ので嬉しかった。

・障子はりという滅多に経験できないことができて良い思い出になった

・障子の糊付けが大変だった。

・細かい作業は高齢者の人たちがやるのは大変なので僕たちが手助けできて良かった

・普段小さい子達と関わることがあまり無いので、お話することが出来て楽しかったです。初めて

のボランティア活動で少し緊張しましたが、ボランティア主催の方々のサポートのおかげで無事に

終えることが出来ました。

・このような機会をいただきありがとうございました。

・一人で黙々とやる作業が好きだったので、かなり捗りました。

・あまりお客さんが来なくて、することが少なかったため、もう少し告知をしてほしいなと感じま

した。

・楽しく活動できました。シールの値段が分かるのは、わかりやすいですが大変なので、グループ

に分けて売ってみたりすればいいと思います。

・ベルマークを切って仕分ける作業が時間もかかるし大変なことに気付きました。なので僕はこれ

からベルマークをあつめるときにはこの体験を活かして、きれいに仕分けていきたいと思いました。

・どんなに量が多くても力を合わせればぜったいできると学んだ

・参加して始めは緊張して仲良くなれるか心配したけれど、障がいの子とすぐ仲良くなって、一緒

に手伝いをした子とも、すぐ仲良くなったので良かったです。それにある 1 人の子に自分の紙の毛
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をヘアアレンジしてもらったので、嬉しかったです。あと、最後の時に、射的ゲームをして、90

点中満点をとった子がいたのですごかったです。

・先生の方々が分かりやすく、丁ねいに教えてくださったおかげで、障子を上手に張ることができ

ました。最初は私が貼れるのか不安でしたが、張ってみてよかったです。

・子どもたちが楽しそうにお菓子を選んでいるところだったりお金を頑張って出していたりすると

ころを見れてよかったです。

・最初は、障がい者の人達といっしょに楽しめるか不安だったけど、ボランティアの僕たちの方が、

学ぶことが多かったと思うし、このようにいっしょに楽しめることができてよかったと思った。

ベルマークの一覧をよく見たことがなかったのですが、多くの企業が参加していて 1 点 1 円になる

ということを勉強することができました。

・とにかく楽しかった。もっとみんなといたいな、と思った。まだきっと障害者へのへんけん、差

別等があるけれど、それらをなくすために、全国の人にこの活動をしてもらいたい。差別などをし

ないでほしいと思う。本当にありがとう。

・すごく楽しかったです。障子を張るのはただ大変なだけだと思っていましたが、すごくたっせい

感があってまた機会があったらやりたいなと思ました。

・ただ話を聴くだけではなく、体験したり実際に見たりできたので体験中はとても楽しかったです。

・ベルマークを岩手県に送るのが初めて知った。岩手県にベルマークを送るのがいいと思った。

・要約筆記について学んだり、体験できたりして、とても良い機械だった。

・『島田市要約筆記サークル「うさぎ」』のみなさんがとてもやさしくて良かった。

・楽しくてよかったけど、受付が思ったより大変でした。

・衛生面にもう少し気を使ったほうがいいと思った。

・周りに知っている人が 1 人もいない中で参加したため、最初はものすごく不安だったけれど、参

加していた人たちみんなが優しく接してくれて、楽しく活動することができた。私は将来管理栄養

士になりたいと思っているため、今回の活動の中であまり調理に関われなかったのは少し残念だっ

たけれど、会場の準備をしたり、受付をしたりする中で、たくさんの人と関われて、初倉の人たち

の温かさを感じることができて良かったと思う。

・接する方々がみんな友達のように話しかけてくださったので、楽しくボランティアに参加できま

した。初めてのボランティアがこのプログラムだったのが本当に嬉しく思います。

障子の張り替えはやったことのないことで、難しかったが、完成した時の達成感はとても感じるこ

とができた。

・障子という日本の伝統的な文化を間近で感じることができてよかったと思う。

・初め、「要約筆記」や「人工内耳」など、知らない言葉が多かったけれど、難聴の方のお話を聴

いたりして、よく知ることができた。要約筆記の体験では、思ったよりも文字を早く、きれいに、

大きく書かなければいけなかったから大変だった。

・たのしかった。障子張り方がわかった。障子ののりを張るとこ。

・話ができない子が何を言いたいのか読み取ることが大変でした。表情などをもっと見て話が出来

れば良かったです。

・知らないことをたくさん知ることができて、自分自身の成長にもつながったと思うし、言語聴覚

士になりたいという思いがさらに強まるいい機会になった。
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・スタッフの方や来てくださった方ともコミュニケーションをとることができたり、料理の方法を

知ることができる、自分から動く大切さ知ったりするなどの自分みがきにもなるよい活動だと思っ

た。

・ベルマークを切り分類するだけの作業だが、ベルマークを送ってくださった方やベルマークを必

要としている方とのつながりを感じることができ、温かい気持ちになった。

・生きがいセンターの人が障子の張替えの仕方を教えてくれてよかった

・小さな子にかごを渡したり、商品のお菓子を手渡した時に、ありがとうと言って貰えたことが嬉

しかったです。普段は何気ない一言でも、場面が違うだけで特別な言葉になるのだと思いました。

他にも、困った時に地域の方や参加者の方が助けてくれて、人の温かさや思いやりを実感すること

が出来ました。

・今回初めてボランティアに参加して、とても不安と緊張でいっぱいでした。でもいざ活動が始ま

ると、アーティストの方や団体、地域の方々がとても優しくて、自分もあたたかい気持ちになりま

した。暑さや竹の切る作業など、大変な時もあったけれど、みんなで活動していること自体がとて

も楽しかったです。

・最初はどのように接して良いかわからなかったけど、自分から話かけることで仲良くなれた

ベルマークは大きさや紙などの素材がいろいろあって切りにくいものもあったけどがんばって丁

寧に切れました。

・縛られることなく楽しくやることができてよかった

・似たようなデザインのベルマークがあったり番号が小さいベルマークがあったり、同じ会社でも

デザインの違うベルマークがあったりしたので、仕分けることが大変でした。

・細かい作業だったので、疲れました。

・障害者というめんで心配していたけれど、スタッフさんがサポートしてくれて楽しかったです。

これからも継続して参加したいと思う

・最初に思った通り、お客さんだけでなく、遊びがてらボランティアに来ている小中学生とも関わ

ることができ、とても楽しかった。受付の仕事が少し大変だったけど、たくさんのお客さんが来て

くれて嬉しく思った。みんなが和気あいあいとした雰囲気でとてもよかったため、私の地区にもこ

のような場を設けてほしいなと思う。

・なにごとも指示されないと動けなくて「間違えたらどうしよう」「迷惑をかけてしまうかもしれ

ない」という気持ちが先行してしまった。自分から動いてもっと考えを柔らかく持っていきたい。

・子供たちとコミュニケーションをとるのがとても楽しかったです。値札を貼る作業も、大変だっ

たけどおもしろかったです。

・子供たちと関わる機会があまりなかったので接し方が最初は少し困ったけど段々とやっていく中

で子供たちと話すことが出来て良かったです。みんな仲良く和気あいあいしていてとても楽しかっ

たです。

・小学生の子達と関わる機会があまり無かったので、新鮮でとても楽しかったです。また、たくさ

んの子と様々な話をすることができ、良かったです。

・どうすれば見やすく取りやすくなるのかを考えるのは難しかったけど、楽しかったです。

・参加の中で、参加者同士のコミュニケーションは多いと感じたが、ボランティアについて説明し

てくださる先生方とのコミュニケーションが少なかったのでもっととっていきたい
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このボランティアに参加して、改めて福祉活動に参加するということは大切だなとおもいました。

ベルマークやペットボトルキャップ回収はだれでものかんたんに参加することができるので、たく

さんの人に参加してもらいたいと思いました。

・御菓子を並べる時に思ったより重かったので大変だった。良かったことは他の人と協力してでき

たことです。

・やったことがないものを体験できてうれしかったです。服とリメイクするのは難しかったですが、

それでもとても楽しかったです。

⑪活動報告レポートは提出されましたか？

55 件の回答


