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【子供たち

・だいがくせいとあそぶのがすごくたのしかったです。いろいろなことをしてくれてありがたいなとおもった。ねてか

らおきていてもいつもいっしょにいてくれた。

・みんなでおにごっこしたり、おねえさんとおにごっこしたり、たのしかったです。二日間のあいだでしたがとてもた

のしかったです。来年もまたこれるかもしれません。だからわたしがくるまでおげんきでいてください！！！

・わたしははじめてお寺にとまりました。さいしょは、「こわいこわい」って思ったけどバーベキューをしたときに、

おねえさんもおにいさんもやさしくしてくれて、ぜんぜんこわくなくなりました。ちょうしょくのおかゆもおいしかっ

たです。らいねん行けるかわかんないけど、行けたらたのしみにしています。

・友達にさそわれてきたけど、ほんとに楽しかった！友達の他の人とも、仲よくなれてうれしかった。それに、いつも

ならお母さんお父さんがいるのに今日はわたし一人だなと思いました。

いてふあ

・心に残ったことは二つあります。一つ目は流しそうめんです。学生の人といっしょに協力してとったりしたので、と

ても楽しかったです。二つ目は坐禅です。理由は、時間がとても長くあしがとてもいたかったので心に残りましたとて

も楽しい一ぱく二日でした

・去年も雨が降ってしまって

だめしができなかったことです。来年いこう雨がふったらなかでやればいいと思います。（できたら）一番楽しかった

のは、スイカ割です。今までスイカ割でスイカを割ったことがなかったので、はじめて割れてとてもうれしかったです。

おいしかったです！「中学生になっても行けたらなぁ」とずっとともだちと話してました！とっても楽しかったです！

ありがとうございました！

・初めてのお泊り会で先輩たちには「楽しい」と聞いていたのですごく楽しみにしてい

すばらしく驚きを隠せませんでした。肝試しは雨でできませんでしたが、他の行事はすごく楽しかったです。もっと子
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たです。らいねん行けるかわかんないけど、行けたらたのしみにしています。

・友達にさそわれてきたけど、ほんとに楽しかった！友達の他の人とも、仲よくなれてうれしかった。それに、いつも

ならお母さんお父さんがいるのに今日はわたし一人だなと思いました。

んがぶっとびました―！ 楽しかったのでまたきたいです。

心に残ったことは二つあります。一つ目は流しそうめんです。学生の人といっしょに協力してとったりしたので、と
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今年も雨がふってしまったのでとてもざんねんでした。何よりざんねんだったのは、きも

だめしができなかったことです。来年いこう雨がふったらなかでやればいいと思います。（できたら）一番楽しかった

のは、スイカ割です。今までスイカ割でスイカを割ったことがなかったので、はじめて割れてとてもうれしかったです。

おいしかったです！「中学生になっても行けたらなぁ」とずっとともだちと話してました！とっても楽しかったです！

＜６年＞  

初めてのお泊り会で先輩たちには「楽しい」と聞いていたのですごく楽しみにしてい

すばらしく驚きを隠せませんでした。肝試しは雨でできませんでしたが、他の行事はすごく楽しかったです。もっと子
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今年も雨がふってしまったのでとてもざんねんでした。何よりざんねんだったのは、きも

だめしができなかったことです。来年いこう雨がふったらなかでやればいいと思います。（できたら）一番楽しかった
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どもたちといたいと思いました。来年も来れることがすごく嬉しいです。今回のことを踏まえて改善点を見つけより良

いお泊り会ができるようにしたいです。

・今年は２年目で２回目の参加だったのですが、

くなれた子供もいて、とてもうれしく思いました。来年もお手伝いとして是非参加させてもらいたいです。こういう経

験をさらに多

・初めての参加ということで、最初はとても緊張していました。でも、子どもたち皆とてもかわいく、うまく盛り上げ

ることができたのかなと感じています。天候が不安定で肝試しをやることができなかったのですが、すぐに皆ができる

ようなゲームを考え、対応されている姿を見て、子どもたちがどうやったら楽しく過ごせるかを

ているのだなと思いました。来年
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スを降りると傘をさして移動することが多かった。しかし、

「たくさんのカモメと戯れた駿河湾クルーズ」、食欲の秋に
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ＥＲＲＡとも交流サロン」を開催した。

事、顧問、相談役など２０名が参加し

とりわけ地球市民友の会（

でも、文教大学の一部が東京へ移転することによるボランティア

策について様々な意見が出され
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 ¡Hola!

地良くて過ごしやすいです。こんな気候がずっと続いてくれれば良いのに、と思っていま

す。7

から歩き始め

ングは素晴らしく、こんな景色は見たことがないと感動するばかりでした。山でのキャンプは氷点下ま

で気温が下がるため寒かったですが、満点の星空や朝日に映える山がとても美しかったです。ただ、高

山病と体力不足のため全て歩くことができず、馬に乗って登山をしたのが心残りです。今回のトレッキ

ングで山の魅力に惹かれてしまい、来年は

活動報告活動報告活動報告活動報告

 1. 1. 1. 1. 学校での環境教育実施学校での環境教育実施学校での環境教育実施学校での環境教育実施

 7 月は小学校

週に

生徒も学ぶことができるよう、グループごとに壁新聞を作ったのですが、小学生は予想以上に時間がか

かり、あまり上手く授業ができませんでした。考えていたのと実際にやってみるのとは全く違うと分か

り、今後は工夫しないといけないと思っています。

２２２２ ....リサイクル業者と共に環境教育実施リサイクル業者と共に環境教育実施リサイクル業者と共に環境教育実施リサイクル業者と共に環境教育実施

6 月からリサイクル業者と共に家庭を対象にした環境教育を始めました。第

2 回目は民家の

ました。立ち話なので

民１人が１日に排出するごみの量、ごみの分解時間に関するクイズを行い、笑い声を交えながら楽しく

啓発活動をすることができました。リサイクル業者はこの会のために軽食を用意するのですが、会が終

わるとペーパーナプキン等のごみが落ちていて、今環境について話をしたばかりなのに、と少し悲しく

なりました。ごみを捨ててしまうのは人々の習慣ですが、環境啓発のために開いた会で、町を汚してし

まうのは残念なことです

 3.3.3.3.観光事業観光事業観光事業観光事業

 町の主要産業であるマンゴーとレモンの農業を活かした観光農業ツアー実施のために協力してくれる

畑を訪問しました。マンゴーの木がきれいに並んで、小高い場所からの見晴しが良く、吹く風も町中と

は違って新鮮で気持ち良い畑があります。そのような畑や水浴びができる川で観光客に町で一日過ごし
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校で環境教育の授業を行いました。対象はどちらも最高学年の生徒です。

週にわたって授業をします。最後の授業では授業を受けていない他学年の

生徒も学ぶことができるよう、グループごとに壁新聞を作ったのですが、小学生は予想以上に時間がか

かり、あまり上手く授業ができませんでした。考えていたのと実際にやってみるのとは全く違うと分か

月からリサイクル業者と共に家庭を対象にした環境教育を始めました。第

人の主婦や子どもたちが集まり

分程度ですが、ペルーの動物に関するクイズ、町

民１人が１日に排出するごみの量、ごみの分解時間に関するクイズを行い、笑い声を交えながら楽しく

啓発活動をすることができました。リサイクル業者はこの会のために軽食を用意するのですが、会が終

わるとペーパーナプキン等のごみが落ちていて、今環境について話をしたばかりなのに、と少し悲しく

なりました。ごみを捨ててしまうのは人々の習慣ですが、環境啓発のために開いた会で、町を汚してし

。今後はきれいに終れる会になるよう参加者に呼びかけたいと考えています。

町の主要産業であるマンゴーとレモンの農業を活かした観光農業ツアー実施のために協力してくれる

畑を訪問しました。マンゴーの木がきれいに並んで、小高い場所からの見晴しが良く、吹く風も町中と

は違って新鮮で気持ち良い畑があります。そのような畑や水浴びができる川で観光客に町で一日過ごし

てもらえるような観光ツアーを作っています。観光事業は同僚が忙しく進度がゆっくりですが、

月から田舎の地域の小学校で折り紙を教えています。兜の作り方を教えると子

どもたちは色を塗ったり、目と耳を描いて動物の顔のようにしてかわいい帽子を

作りました。また、独立記念日前の授業だったので国旗を描く子が多く、日本の

国旗も教えると、ペルーの国旗と同じ色だと言って描いてくれて嬉しかったです。
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