平成２１年度

ボランティア協力校 活動報告書

すさみ町社会福祉協議会

平成２１年度 周参見小学校 福祉活動報告
月
内
４月 環境美化：花いっぱいの学校をつくろう

容

６月

「地域奉仕活動」 児童会が中心となり全校縦割り班（６つのﾌｧﾐﾘｰ）に分かれて、近大前の浜辺の清
掃。

７月

「七夕集会」 ５年生全児童が、佐本の地域の高齢者の方々と、七夕飾り・音楽発表・七夕給食等で
交流（旧佐本小学校体育館にて）

９月 ７５歳以上の方に敬老の日お祝いハガキを送付し心の交流を図る
１０月 「一人暮らし老人の集い」

４年生全児童が、公民館佐本分館で佐本地区の高齢者の方々と交流

１月 「餅つき体験・５年生」 米作り体験で収穫した餅米を使って餅つき体験。
いきいきふれ愛まつりに参加及び総合学習で取り組んだ作品をパネル展示
３月 いきいきふれ愛まつりに参加して、餅米を販売（売上金を車いす購入資金に充当）
卒業生からすさみ病院に車いすを寄付（プルタブ収集活動の取り組みの成果）

▲一人暮らし老人の集い（公民館佐本分館）
周参見小学校４年生の子ども達が、楽器の演奏・歌・ゲーム・おはじき・けん玉・お手玉等で、佐本地区の
お年寄りの方々と楽しく交流

▲ ３月「いきいきふれ愛まつり」で餅米を販売
４年生の時から、空き缶のプルタブ収集に取り組み、
換金したお金と餅米の売上金と校内募金をもとに車
いすを購入
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平成２１年度 見老津小学校 福祉活動報告
内
容
月
★見老津のいいこと見つけよう活動（自慢できるものをたくさん持っていると、自信を持って生活ができる）
見
老
津
発
見

６月

ウワテの磯で磯遊び
春日神社・灯台・エビとカニの水族館周辺散策

７月 見老津小学校でキャンプ（保護者参加 ２１名）
１０月 「見老津漁協での釣り体験」保護者や地域の方参加
１１月 秋の遠足：江住駅より大鎌まで歩く（一般参加 ３名）

★自分たちのことをよく知ってもらおう。 いっしょに活動しよう。
通年
７月
地
域
で
交
流

学校だよりの配布 日常の子どもの様子を知ってもらうため、毎月２回発行
七夕集会 ： 生活改善センターに出向き、老人ｸﾗﾌﾞ・地域の方々・保護者・児童が交流
「平和学習映画会」の案内を児童・職員で全戸に配布
「踊りの練習」 見老津婦人会より指導を受ける。

９月

「敬老祝賀会」 区の行事敬老祝賀会に参加し、歌等を学年ごとに学習発表する。
「敬老手紙の取り組み」 長寿を願う手紙を、校区の７０歳以上の方々に送る
「区民総合運動会」 小学生と老人ｸﾗﾌﾞによる玉入れ等で交流

１０月 見老津に祭り復活。 児童獅子舞等で参加
１２月 ジャンボ年賀状に児童のメッセージを書き添え、職員と共に各家庭に配達
★地域の役に立ち、見老津の人に喜んでもらう活動
６月・１１月・２月（年３回） クリーン作戦（地域清掃活動）
地
域
活
動

８月 愛校作業日（校内清掃活動）児童・保護者参加

学校周辺、校区内の環境美化の奉仕活動

「青空市場学習発表会」音読や劇、教科学習の発表の場とし、地域の方々や保護者に学習活動
１２月 の一端を知って頂き、交流を深め、子ども達が育てた無農薬野菜をプレゼントする。（保育所との
合同発表会）

★平和・障がい・その他の活動についての理解を深める活動
８月 「平和学習映画会」生活改善ｾﾝﾀｰで、地域の方々や保護者と共に、映画「ｿﾞｳの花子」を鑑賞
学
習

２月 「人権教室」人権委員の宇井さんによる出前授業。紙芝居「シナの五人兄弟」
２月 「点字学習」白浜町の小田川氏より、視覚障がいや点字に関する話しと点字を打つ体験
通年

「花いっぱい運動」 ｐ
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平成２1年度 江住小学校 福祉活動報告
月

内
容
４月 ２年生「きしゅうくんの家」を訪問し、お願いとお礼の手紙をわたす。
５月 学級毎に草花・野菜を植える畑作りをする。
６月 全校でさつまいもを植える畑作りをし、苗を植える。
全校児童とけんゆう苑の方々と七夕集会の交流会をする。
７月
江住の海に住む生き物を学習後、浜の掃除を行う。
敬老の日お祝いと運動会参加案内を兼ねてハガキを出す。
９月

５・６年生が９０歳のお祝いにﾃｨｯｼｭｶﾊﾞｰを作り、児童会役員がけんゆう苑・自宅を訪問し、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄする。
江住連合運動会（保育所・小学校・中学校）において、地域のお年寄りの方とｹﾞｰﾑを通して交流する
江住地区・江須の川地区の敬老会に参加し、お年寄りの方々と交流する。

１１月

１２月

１月

人権作文発表会を開催し、人権・福祉についての意識を深める。
江須の川改善センターに於いて学習発表会を行い、地域の方々と交流する。
人権についてのビデオ鑑賞をし、人権・福祉についての意識を深める。
江住公民館に於いて学習発表会を行い、地域の方々と交流する。
卒業式に向け花壇作り、花作りを行う。
児童会活動としてユニセフ募金活動を行う。

３月 いきいきふれ愛まつりに参加及び総合学習で取り組んだ作品をパネル展示
通年

・給食配食サービスを利用しているお年寄り等へメッセージカードをプレゼントする。
・「愛の日」を毎月１５日に設定し、１円玉募金と使用済み切手を持参する。 ・アルミ缶の収集。

「七夕集会」 けんゆう苑訪問

▲

▲

笹を持って、お年寄りの方の席を回り、話しを
しながらいっしょに楽しく笹飾り

子ども達がお年寄りの方の間に入り、
みんなで「ふるさと」の歌を大合唱

平成２１年度 江住中学校 福祉活動報告
月
内
容
４月 平和学習（３年生）： 修学旅行で東京・浅草寺にて、東京大空襲体験者より話しを聞く。
【進路学習】 人生の先輩に学ぶ
講師：エビとカニの水族館員（平井氏） ・串本の洋菓子店 ピュイダムール（小西氏）
６月
【煙草とお酒の害について】 講師：すさみ病院 高垣院長
【道徳：江戸しぐさについて】 授業者：深見教頭 江戸時代、町民によって考え出された知恵を学ぶ
【ビジネスマナーを学ぶ】 講師：ＸＩＶ白浜職員２名
好印象な挨拶の仕方を伝授。「挨拶は、人と人との信頼関係を築く第一歩として大切なこと」
７月
【職業体験・２年生】 体験先：江住保育所・城伸モータース・すさみ病院
生徒本人の希望に沿って体験先を選択したため、主体的・積極的に取り組めた。
８月 【平和学習】 映画鑑賞：「月光の夏」 毎年平和登校日を設け、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学ぶ
一人暮らし（７０歳以上）の高齢者に、敬老のお祝いと体育祭への招待のハガキを送付
江住小中連合運動会（多くの人に見守られながら、自分たちの地域での役割についても考えられた）
９月

【福祉学習：福祉と自閉症について】 講師：田辺市社協職員（鹿毛氏） 親子ｻｰｸﾙ「ｶﾝｶﾞとﾙｰ」土永氏
【福祉事前学習】 すさみ町社会福祉協議会の指導により、車いすと高齢者疑似体験

１０月

１１月

１２月

１２月

【防犯教室】 講師：串本警察署より２名 サイバー犯罪について学ぶ（毎年）
【福祉施設で体験学習】 日置川みどり園（１年） 社協ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（２年） いなづみ作業所（３年）
【ＪＩＣＡ講演】 講師：串本町 河内氏（ｳｶﾞﾝﾀﾞでの人材研修支援の体験や、海外生活・異文化等の話）
【人生の先輩に学ぶ】 講師：田辺市 坂本助産婦（８５歳） 生命やお産、子育て、性についての話
【救急救命講習】 講師：すさみ消防

人工呼吸・心臓ﾏｯｻｰｼﾞ・ＡＥＤの使用方法を学ぶ

プランターに植えた花を地域に配布
一人暮らしの高齢者に、年賀状を送付
ﾕﾆｾﾌ募金地域活動（生徒会本部が中心）：募金につて考える機会・人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの実践の場

３月 いきいきふれ愛まつりに総合学習で取り組んだ作品をパネル展示
朝の活動（毎週水曜日８：０５～８：１５） 本校の生徒の弱点（①公の場で適切な大きな声で話す。②話
9～3 しに反応する。③授業で活発に動く）を補強するための活動。
朝から体を動かし、声を出すことで、和やかで活発な雰囲気で一日を過ごせる。
通年 ユニセフ募金 生徒会募金として、各学年教室・職員室へ募金箱を設置
【福祉体験 事前学習の感想】

車いす体験で学べた事は、やっぱり
乗っている人の気持ちになることが大
切だとわかりました。
私が車いすに乗っている時、坂道を
下ったり、段差を上がる時、ものすごく
不安で心配になりました。
車いすを押す時は、坂を上がることがすごく大変でした。
下る時もうしろに気を付けないといけなかったので、押す方もすごく
大変でした。 なるべく乗っている人が安心できるように車いすを押
す機会があれば、頭に入れて頑張りたいと思います。

▲いなづみ作業所（３年生）
今日は一日草刈りだったので、
とても疲れました。
でも作業所の皆さんは毎日し
ていて、すごいと思いました。

平成２１年度 周参見中学校 福祉活動報告
教育 （１）自ら学ぶ意欲を持ち、自他共栄の精神である思いやりを大切にし、心身ともにたくましく、「生きる
目標 力」を身に付けた人間性豊かな生徒の育成
月

内
容
ふれあいクリーン大作戦（５月１６日）の日は、ﾃｽﾄ前で部活動停止のため参加できないので、サッカー
５月 部が自主的に（５月１０日・日曜日）実施
生活環境部の呼びかけで、保護者・職員・生徒が協力して運動場の整備
６月

花いっぱい運動 ： 生徒会を中心に、昼休み玄関前のプランターに花植え。
ベルマーク収集活動 ： ベルマークコンクールに取り組む

７月 清掃ボランティア（１年生）
10月 福祉体験学習（３年生） はまゆう園・けんゆう苑・いなづみ作業所・社会福祉協議会（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
11月 花いっぱい運動
【人権作文発表会】
12月 より良い社会や学校生活に向けて、私たちが今何をすべきかを考え、人権認識を深める
生徒会から全学年に呼びかけて協力者を募り、町内でユニセフの街頭募金を行う
３月 いきいきふれ愛まつりに、ボランティアで参加及び総合学習の取り組みをパネル展示

【サッカー部 清掃活動 ・２年 坂井君のコメントから】
５月１０日（日）の部活動の練習はなしで、その代わりにゴミ拾いをやった。
暑かった。 タバコの吸い殻が多かった。 缶の中に中身があるのに捨ててるやつもあった。

【１０月７日 社会福祉協議会での福祉体験 感想・３年生】
私のおばあちゃんは、腰・足・耳が悪いです。 実際私は高齢者じゃないので、おばあちゃんがい
つもどんな生活をしているのか、わかりっこありませんでした。
しかし、今回の体験の中に高齢者疑似体験というものがあって、手足は重いし、腰は上がらない
し、目は見えにくいし、もの凄くしんどくて、その時に「あ～おばあちゃんはいつもこんな体で生活し
ていたんだなあ」と大変さがわかりました。
高齢者と接することは普通のことでも難しくて、リハビリでボールを投げたりするだけでも、力の加
減・声かけ・言葉使いなどを気を付けて
しました。
おやつの時間、最初は何を喋ったら
いいのかわからず、話しかけることが
出来なかったのですが、思いきって話
しかけると、あっちも笑顔で返してくれ
て、それがうれしくて話すことが思いつ
き次第喋り掛けました。

平成２１年度 すさみ町立保育所 福祉活動報告
【活動のねらい】
★多様な人々とのかかわりを通じて、人々に対する親しみを深め愛情や信頼関係を持たせる
★地域の自然環境に関心を持ち、遊んだ後ゴミ拾いをするなど、美しい環境を守るために自分たちにも出来
ることがあると、理解させる
内
容
月
７月 七夕の笹飾りを作って見老津駅へプレゼント
見
老
津

９月 見老津区敬老会（見老津生活改善センター）に参加し、自己紹介と踊りを披露
１０月
７月

江
住

一人暮らし老人の集い（保育所）で、お年寄りの方々と園児が、自己紹介・質問コーナー・歌・手
遊び・楽器遊び・ふれあい遊び等で交流し、踊りを披露。 絵本の読みきかせを楽しむ。
職場体験学習：連続３日間（江住中学生 女子１名）園内の掃除・子どもの世話等の手伝い
七夕の笹飾りを作って江住駅へプレゼント

９月 江住区・江須の川区の敬老会に園児（５歳児２名・４歳児５名）が参加し、自己紹介・踊りを披露
１０月

一人暮らし老人の集い（保育所）で、お年寄りの方々と園児が、自己紹介・歌・手遊び・踊り・
ボールつき等で交流。 大型絵本の読みきかせを楽しむ。

通年 育児サークルとの交流
７月 七夕の笹飾りを作って周参見駅・町役場へプレゼント
周
参
見

保育実習：周参見中学校（３年生）が子ども達とお店やさんごっこやゲームをして遊ぶ。
保育体験学習：周参見中学校２年生（３名） 毎日、８：３０～１６：３０迄の５日間
・園舎の清掃、片付け、マット洗い、午睡部屋の冬支度等のお手伝い。
１０月
・子どもと一緒に昼食（給食）を食べて午睡に入るまでのお手伝い。
一人暮らし老人の集い（町総合センター）で、お年寄りの方々と５歳児が、歌・ダンス・肩たたき等
で交流
１２月 お餅つき：民生委員さんの協力を得て、見老津・江住・周参見の各保育所で行う

１年を通じて

散歩の途中でゴミがあれば拾う（外出の時、先生はゴミ袋を常備し、子どもたちの方から「ゴミが
落ちている」の声が出てきた。）

江住保育所
１０月
「一人暮らし老人の集い」
周参見・江住・見老津
保育所の園児と
お年寄りの方が交流

お年寄りの方の声
「踊り上手やったなー」
「また来年もきたいよ！」
「楽しかった」
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▲見老津保育所
肩たたきでふれあい

