
 
夏のユースボランティア 2019 

活動報告書 
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平塚市／ひらつか市民活動センター 

  

平塚をみがく会の活動の様子 



1 
 

令和元年度 「夏のユースボランティア２０１９」 

 

【目  的】 夏休み中の青少年（中・高校生）及び若い世代（大学生～30歳未満）に 

対し、平塚市近郊でボランティア活動を体験する機会を提供し、その活動

を通して地域社会の課題や市民活動の意義を知ることにより青少年の健全

育成に寄与し、また自ら行動する主体性を持った人材が育成されることを

目的とします。 

 

【対  象】 平塚市及びその近隣に在住、在学、在勤の方 

（中学生・高校生・専門学校生・大学生・社会人（概ね 30歳未満）） 

 

【参 加 費】 無料（ただし、活動場所までの交通費・食事代は原則参加者負担） 

 

【保  険】 「平塚市市民活動災害補償制度」（無料）の対象事業 

 

【活動期間】 令和元年７月 14日（日）～令和元年８月 25日（日） 

 

【実施状況】 受入れ団体募集 ３月 15日(金)～５月 20日(月) 

  受入れ団体説明会 ５月 25日(土)18:00～18:40 

  体験希望者募集期間 ６月５日(金)～７月 16日(火) 

  オリエンテーション事前説明(受入団体向け)７月 13日(土)9:30～10:00 

  オリエンテーション（体験希望者向け）  ７月 13日(土)10:00～12:00 

    予備日：７月 15日(月)、16日(火)各 18:00～19:00 

  活動期間  ７月 14日(日)～８月 25日(日) 

  活動体験報告会 ８月 25日(日)13:30～16:30 

  受入れ団体振り返り会 ８月 25日(日)16:50～17:20 

 

【参加者数】 ４９名（内訳：中学生１４名、高校生３３名、社会人２名） 

  ※参考 H30年実績 64名(中学生 29名、高校生 31名、大学生４名) 

 

 

【受入団体】 ２０団体  ※参考 平成 30年度実績 27団体 

 ［福祉分野］  平塚パトロール 

 ［まちづくり］ ＮＰＯ法人平塚のら猫を減らす会 ／ 平塚をみがく会 

［スポーツ］  湘南ベルマーレゲームボランティア ／ 木曜ランナーズ 

平塚海岸魅力促進共同事業体 

 ［環境分野］  金目川水系流域ネットワーク ／ 金田花の会 

ＮＰＯ法人 暮らし・つながる森里川海 ／ 湘南の森 

馬入花畑の会 ／ ひらつか環境ファンクラブ  
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福島の親子とともに・平塚 

[国際協力]  認定 NPO法人 ＷＥ21ジャパンひらつか 

［子どもの健全育成］ 大野小学校放課後児童クラブ 

子育て支援 チャイルドプラス 

子ども学習支援グループ 須賀の寺子屋 

子供と親の環境教室「地球っ子ひろば」 

ＮＰＯ法人 未来経験プロジェクト 

 ［中間支援］  ひらつか市民活動センター 

 

 

【広報協力】 平塚市内及び近隣の公立・私立中学校１７校、同高校２８高校 

  同 大学・短大・専門学校１７校 

  タウンニュース平塚、湘南ジャーナル、ナパサクラブ、市内企業２３社、 

平塚市内公共施設（敬称略） 

 

 

【後 援】 平塚市教育委員会、神奈川県教育委員会、平塚市社会福祉協議会 

 

 

【主 催】 ひらつか市民活動センター（協働運営：NPO法人湘南 NPOサポートセンター）・ 

平塚市市民部協働推進課 
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【夏のユースボランティア２０１９】学生アンケート結果 

 

１．参加者人数                  ２．学年別参加者数 

 中学生１４名、高校生３３名、社会人２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ボランティア活動の体験は、ありますか。 
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３．ユースボランティアに参加しようと思った動機は？ 

 
 

 

４．参加した感想を教えてください。 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

５．今後やってみたい活動は？ 
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●オリエンテーションの様子 （7/13(土)10:00～12:00 ひらつか市民活動センターAB 会議室） 

  

団体の 1分プレゼンテーション              受け入れ団体から詳しく説明を聞きます。 

ガイドブックを見て、スケジュールを確認します。   日程を調整し、活動先を決めます。 
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【夏のユースボランティア２０１９】受入れ団体アンケート 

 

■受入れ団体：２０団体   ■アンケート回収数：１５枚 

 

１．青少年を受け入れて、良かったことは何ですか？（複数回答可） 

①団体の活動を知ってもらえた  12 団体 

②会員のモチベーションがあがった ３団体 

③世代を超えた交流ができた  ８団体 

 

・活動拠点が遠いのにもかかわらず集合時間に来ていただきました。高齢者の団体ですが、

孫世代との交流は今後も継続していきたいと考えています。 

・お互いに楽しむことができた。 

・子どもたちがとても喜んでいた。大人も助けられた。 

・縄文時代の地球温暖化や現在の地球温暖化について学んでいただけた。若者の手伝いで年

齢層が厚くなることが来場者にとってもいごこちが良かったのではと感じた。 

 

 

２．受入れに際して不都合なことや困ったことはありましたか？ 

①あった 3団体   ②なかった  9団体 

理由 

・電話がつながりにくい。メール文化になっている。 

・必要な持ち物を持ってきていない方が何人かいらっしゃいました。 

・携帯を出していました。最初にこちらも注意点として話しておけばよかった 

です。 

 

 

３．本事業のスケジュールはいかがでしたか？ 

(1) 受入団体募集時期：3/15～5/20 ①よかった 11  ②早い １  ③遅い ０ 

(2)オリエンテーション実施日  ①よかった 10  ②早い ０  ③遅い ０ 

(3)活動実施期間   ①よかった 10  ②短い ２  ③長い ０ 

(4)事業全体の内容について  ①現状でよい ７    ②改善が必要  １ 

 

 

４．本事業の感想を教えてください。 

・活動体験で終わらない可能性がある取り組みと感じました。積極的に参加してくれるユー 

スの皆さんに私自身刺激を受けました。予備日の受け入れ等こちら側でも対応を考え、よ

り多くの希望者に活動を体験していただけるようにしたいと思います。 

・若い時、落書きは悪いこと、落書きがまちの景観を悪くしていること、落書きを消す作業

は大変なことを知ってもらい、街の景観を守る心を持っていただけたらと思っています。 
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・夏の暑い時期に活動に協力頂きありがとうございました。 

・若い人が、駅や街で困っている障がい者のことを見かけても声を掛けるには少し勇気がい

ります。ユースボランティアの活動を通じて、障がい者との垣根が低くなれば、住みよい

街になります。 

・ユースボランティア良い企画です。今年ほど参加者が打ち解けてくれ、気働きが良く、若

い人が積極的に新しい仲間になり、輪が明るくなった。 

・ひらつか環境フェアに来てくれ、出展のブースで一緒になって次の世代の子どもたちを指

導してくれる意欲と実行力が良い。 

・若者が色々な事にチャレンジしようとする気持ち･精神は尊いものだと考えます。このよ

うに何事にもチャレンジしようとする中高生を次につながるように支援する枠組みが必要

かなと考えます。 

・若い人の社会参画が減っているだけに価値ある取り組みといえる。 

・当会の作業を支援してもらうといった目的よりは、参加者自身が、自然豊かな森の中に入

り、昆虫や蝶をはじめとして草花や樹木のことを観察したり、鎌を使っての除草活動を体

験してみて、「普段できないような体験ができて良かった」という感想を言ってもらえた

のが何よりでした。また、世代を超えた交流ができて、お互いに励みになったようです。 

・たくさんの若い方にお手伝いしていただき助かりました。会の活動も活気づいていまし

た。また来年も多くの方に参加してほしいです。 

・以前は団体さんだけの反省会でしたが、昨年からはユースボランティア自身の交流反省会

として充実させていらっしゃり、活動センターが、ユースボランティア育成教育を担って

くださりすばらしいことと思っています。本来なら、出身学校関係者ともタイアップでき

るといいですね。 

・リユース＆チャリティの WEショップにお迎えしました。ジャンジャン接客をして、レジ

を打ち、おつりを出したり、包装したり…ができると子どもたちは喜んでくれるだろうな

ぁ…。と思いました。酷暑の日々でショップの前の歩道に歩く人がいない→お客が少なく

て残念でした。それぞれゆったりされていました。ＷＥ２１ジャパンのめざすところを理

解して頂けたと思います。 

・ユースボランティアが笑顔で子どもに接し、色々手伝ってくれたので楽しいイベントとな

った。 

・当会の活動内容や目的を理解し、参加してくれた高校生が多くいて助かりました。真摯な

姿勢で小中学生に向き合い、頼りになるボランティアさんでした。この体験を将来の進学

や就職等に活かしてもらえるよう願っています。 

・“ひらつか環境フェア”のお手伝いをしていただきました。集合時間は正確で仕事もまじ

めに参加者目線に立ち取り組んでくれ大変助かりました。 
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� 福祉分野                  
 
■平塚パトロール 

 

●私はテレビなどではみたことがあったのですが、

ボランティアの経験をしたことがなく初めての経験だ

ったので、とても考えさせられるものがありました。

また丁寧に教えていただけたのでたくさん学ぶこと

ができました。 

●学校や家での日常生活では野宿者の人たちと関

わる機会がなかったので、貴重な経験になりました。

今までそういった方々に抱いていたイメージが大き

く変わった気がします。また来年も参加させていた

だきたいです。 

 

 

� まちづくり                        

 

■NPO法人 平塚のら猫を減らす会 

 

●猫ちゃんについて、わかることが増えてよかった

です。 

●人見知りの私にとって、声を出すいい練習になり

ました。 

 

■平塚をみがく会 

 

●普段自分の住んでいる町が、このような形できれ

いに保たれていたことを昨年知った時からまた参加

したいと思っていたので、今年も参加できて嬉しか

ったです。 

●初めてボランティアをしている私にわからないな

と思っていたことを優しく教えてくれてありがとうござ

いました。明るくてとても楽しかったです。ボランティ

アのため、みんなにありがとうと言われることもなか

なかありませんが、町のことを一番に考えてくれて

かっこいいなと思いました。 

 

 

� スポーツ                         

 

■湘南ベルマーレゲームボランティア 

 

●沢山の人が一気に利用する所でボランティアを

する大変さがすごくわかりました。丁寧な指導をあり

がとうございました。 

●参加した学生からのメッセージ 
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●いつもとは少し違う立ち位置で、2 回活動でき充

実した時間を過ごせました。特に鳥栖戦はチームと

しても私としても苦しくつらい時期だったので、自分

自身で体を動かしてチームの役に立つことができた

ので良かったです。 

●みなさんとても明るくて接しやすかったです。困っ

たことがあったら、すぐに答えてくれてとても心強か

ったです。飲み物やあめなど、どんどん勧めてくれ

たので気まずい雰囲気にならずにいただくことが出

来ました。終始楽しかったです。 

●団体の方がとても親切に仕事を教えてくださった

り、話しかけて頂けて、充実した時間が過ごせまし

た。またサッカーの魅力にも気づくことができてとて

も楽しかったです。 

●初めてで何も分からなかったけど、温かく迎えてく

ださりありがとうございました。会場の方々も優しい

方ばかりで、スポーツで繋がるということの素晴らし

さを実感しました。貴重な体験をありがとうござまし

た。 

●ずっと気になっていたボランティアでもあり、やれ

てとても楽しかったです。大変だった分、ありがとう

とたくさん言われて、とてもやりがいがありました。

またやりたいです。 

●長時間ボランティアをして大変だったけれど観客

の人の「ありがとう」などの声かけでがんばれました。

ボランティアの方がいるおかげで成り立っているこ

とがわかりました。 

●とても長い時間でしたが、優しく教えていただけて

とても良い経験になりました。私はサッカーの試合

もあまり見たことが無くて、このボランティアも初め

てだったのですが、頑張っている人のためにやると

いうのは、こんなにも楽しくできるものだと新しいこと

を学ばせていただけました。 

 

 

 

 

 

 

■平塚海岸魅力促進共同事業体 

 

●監視の仕事や海岸の掃除など 1 日だけでしたが、

とても楽しかったです。 

●私は、あまり海に行くことは無いので、ライフセー

バーがどのような仕事をしているのか、わからなか

ったので、この機会に知れてよかったです。 

●最初から最後まで、ずっと優しくわかりやすく教え

てくれてありがとうございました。 

●「看護学校に行く」ということを伝えたら、AED の

やり方や人工呼吸のやり方を教えてもらって、とて

も嬉しかったです。 

●ビーチセンターのみなさん！ビーチボールの空

気抜き楽しかったです。外国で頑張ってください。ラ

イフセーバーのみなさん！心臓マッサージと人工呼

吸勉強になりました。 

●やってみて大変だったことは、心肺蘇生とライフ

セーバーのパトロールです。 
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■木曜ランナーズ 

 

●夜の公園でみなさんと走れてよかったです。もう

少し体力をつけたいと思います。 

●すごく難しかったので、次はもう少し上手になって

いきます！！  

●ご一緒に走れて楽しかったです。普段あまり運動

しないので、良い汗をかきました。最初は上手に誘

導ができるか心配でしたが、プロの人がサポートし

てくれたり歩くスピードに気を使っていただいてあり

がとうございます。縄の引っ張り具合で安全な道を

歩くのは”流石！プロだ”と思いました。 

●初めて障がい者スポーツをやりました。ペアの人

とランニングをしたり、ウォーキングをしたり、体を動

かした運動ができました。目隠しして歩いたときは、

暗くて何も見えなくて怖かったけれど、横から「曲が

りますよ」と声をかえてくれたので、少し怖さがなくな

りました。歩くときは相手の方とペースを合わせるの

で、一緒にみなさんと楽しくウォーキングできて嬉し

かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 環境分野                        

 

金目川水系流域ネットワーク 

 

●大学生の方々も、片付けなど積極的に取り組ん

でいて、よい勉強になりました。 

●野生のアユやウナギを見たのは初めてで、とても

良い経験ができました。 

●子ども達をサポートすると聞いていたので参加す

る前は少し緊張しましたが、当日は私自身も川遊び

を楽しむことができました。スタッフの方々も優しく

教えてくださり、いい経験になりました。 

 

■金田花の会 

 

●１時間３０分がすごく短かったです。草むしりが終

わった後のおやつタイムが、とっても楽しかったです。

帰りにもらったお花は、今でも咲いています。 

●親身にお花の手入れについて教えてくださってあ

りがとうございました。どの方も優しく他のボランティ

アさんとも仲良くなれて楽しかったです。頂いたお花、

今育てています！ 

 



11 
 

■NPO法人 暮らし・つながる森里川海 

 

●子どもたちの相手をしているうちに楽しくなってき

ましたので、そのおかげでいろいろ分かったものも

あったので、いろいろ学ばせていただきました。 

●おもちゃ広場で子どもたちと木のおもちゃを使っ

て遊べてよかったです。 

●小さい子たちと遊んだり、かんなを使って箸を作

ったり、とても楽しかったです。 

●子どもたちと遊べて楽しかったです。自分は木の

積み木が楽しかったです。事前に工作の練習にも

参加し、勉強になりました。 

 

■湘南の森 

 

●山の木のことがわかったり、草刈りをするなどの

普段できないような体験ができたので、いい経験に

なりました。 

●森の様々な木や草物、虫のことなどを教えて下さ

りありがとうございました。森の中に入ることがあま

りなかったため、体力もつきましたし、森をきれいに

することもできました。 

●普段の生活では触れることのできない森での時

間が、とても素敵な時間でした。たくさんの植物に囲

まれて、鳥のさえずりを聞きながらとった昼食がとて

も印象的です。 

●針葉樹や藪、ランなどいろいろなことを教えてい

ただきました。草刈りなどでは自分が湘南平の役に

立っている気持ちになりました。 

●最初、山に登った時はキツそうだなーって思った

けど、だんだん楽しくなって最後は笑顔で帰ること

ができました。 

 

■馬入花畑の会 

 

●花を扱うボランティアは初めてだったので新鮮で

よかったです。 

●コスモスを植える作業の時は、秋になったらコス

モスがきれいに咲いたらいいなという思いでできて、

とても楽しかったです。 

●昨年とは違うお花畑の団体をやらせていただい

たのですが、また違ったやりがいがありとても楽し

かっです。 

●暑い中の作業でしたが、楽しく作業できてよかっ

たです。一人での参加だったので、皆さんに気にし

て声をかけて頂けて嬉しかったです。 

●会のみなさんからいただいたお菓子や漬け物の

おかげで、最後まで活動できました。草を刈るとき

にいろいろお話ししてくださったり「コスモスあった」

と報告しあっていたり楽しくできました。きれいにコ

スモスを植えたときに褒めてくださり、やりがいを感

じました。 

●とても親切に明るく接してくれてうれしかったです。

いただいたスイカもとてもおいしかったです。黄色の
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スイカを見たのは初めてだったので意外な発見もで

きてよかったです。 

●とても短い時間でしたが、皆さんがとてもやさしく

てよかったです。皆さんがキレイにしている花畑を

少しでもキレイにできたのなら幸いです。 

●雰囲気がとてもよくて、スイカなどの差し入れもと

ても嬉しかったです。草むしりをして畑がキレイにな

って達成感を感じることができました。 

●アドバイスをしてくださったり、休憩の際に手招き

して中央の方の席によんでくださって嬉しかったで

す。ひまわりの種を取るのは初めての作業だったの

で、貴重な体験ができて面白く、嬉しかったです。 

 

■ひらつか環境ファンクラブ 

 

●からくり屏風の準備をしました。初めて作ったの

ですが、とても楽しかったので、担当をからくり屏風

に変えてもらいました。だんだん教えるのがうまくな

り、「うまくなったね」と言われたのはうれしかったで

す。 

●貴重なお話が聞けたり、楽しく子どもたちと遊ん

だり色々なお手伝いができてすごく充実した日が送

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福島の親子とともに・平塚 

 

●実際に東北の家族の話を聞き母親の方と個別に

お話させてもらったときは、本当に子どもたちは自

由に遊べないという事実を知り、驚きを隠せません。

川や海では遊ばせない。草や木もさわらせない。同

じ日本で、しかも新幹線で、数時間の所でこのよう

な状況になっているのは知らず、原発は身近な問

題だと改めて思いました。 

●私の知らない世界や知識を教えて下さりありがと

うございました。今回の体験をいかして今後の生活

に役立つよう頑張ります。 
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� 国際協力                      

 

■認定 NPO法人 WE21ジャパンひらつか 

 

●今年３月までアルバイトで洋服のお店にいました

が、学校の卒業と同時に辞めてしまい、久しぶりに

接客をやりたいと思い、ボランティアに参加させてい

ただきました。店舗はとってもゆっくりとしていて、お

客さん一人ひとりにしっかりと向き合えるとても良い

雰囲気でした。 

●昔はどうだったとか、今は何をしているかなどな

かなか聞けない話を聞かせてくれてありがとうござ

いました。日本だけじゃなく外国のためにがんばっ

てくれる人たちは、すごくかっこいいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 子どもの健全育成                   

 

■大野小学校区放課後児童クラブ 

 
●少しの時間でしたが子どもたちと学べて楽しかっ

たです。 

●私は、将来保育士さんになりたいので、年齢は少

し違いましたが、よい体験となりました。みんなとて

も素直な子たちでとても楽しかったです。 

●想像以上に子どもたちが元気でびっくりした。意

見をはっきりと言ったり、とても人なつっこかったが、

高校ではそのような人はあまりいない。どんな感じ

で子どもは意見を言うのが恥ずかしくなったりする

のか気になった。 

●子どもたちと触れ合うことも楽しかったですし、学

童の先生の大変さなどを学ぶことができて、とても

勉強になりました。 

●みんなでやる水鉄砲、とても楽しかったです。一

緒に人狼をやったり、おやつを食べたりしてくれてあ

りがとう！ 
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■子育て支援 チャイルドプラス 

 

●子どもと関わる仕事をしたいと思っている私にと

っては、すごく有意義な時間を過ごすことができまし

た。上手にサポートができず、自分の未熟さを実感

したと同時にもっと勉強をして子どもと関わる仕事

に就きたいと再認識することができました。 

●皆さんの子どもたちに対する愛が伝わりました。

高校生の私でも楽しめた内容で本当に良かったで

す。 

 

■子ども学習支援グループ須賀の寺子屋 

 

●昨年同様、小学生とお店屋さんごっこをしました。

昨年よりパワーアップしたお店はとてもリアリティー

があり、本格的でお金の練習にとても良いと思った。

昨年バディーを組んだ子とも再会できて、とても良

かったです。成長した姿を見られて嬉しかったです。 

●たくさんの子どもとふれあえて、とても楽しかった

です。私が担当した子は計画的に宿題を進めてい

て、教えることは何一つありませんでした。普段から

子どもと接することがないので、貴重な経験になり

ました。 

●自分の行動で誰かの力になれるということを実感

しました。 

●障がいを持っている人は、一見してわからない。

障がいは医者によってつくられただけのものだと思

った。普通の子と大して変わらなかったので、差別

や偏見がなくなればよいと思った。 

●たくさんの子どもたちと一緒に学べた体験はとて

も貴重なものでした。正直なところ、もっとたくさんの

子どもたちにまなびの楽しさを教えたかったです。 

●お店屋さんごっこの企画や宿題のお手伝い、理

科の実験教室などたくさんのことで、子どもたちと触

れ合うことができました。元気やパワーも得られとて

も有意義な時間でした。 

●3 年間もやらせて頂いて本当に楽しかったです。

お買い物屋さんを子どもたちとやるのもとても楽し

かったですし、子どもの目線で考える難しさを感じま

した。顔も覚えて頂いて明るく迎えてくれて、とてもう

れしかったです。 

●特別支援級の中学生を担当することになったとき

は、自分が上手く教えることができるかと心配でし

たが、最後は勉強法の工夫を通じて打ち解けること

ができて嬉しかったです。 

 

■子供と親の環境教室「地球っ子ひろば」 

 

●数多くの子どもたちに囲まれてとても幸せな時間

でした。活動でかるたをおこなっていたのを鮮明に

覚えています。実はそのかるたは友達が描いた絵

札、私が書いた読み札がありました。小さいときに

作ったものが社会人になってボランティア側として

再会するなんて思ってもいませんでした。 
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●より多くの人に環境のことを知ってもらえるように

活動している姿を見て、皆さんの熱心さがよくわか

りました。 

 

■NPO法人 未来経験プロジェクト 

 

●自分は高校受験を経験していないので、高校受

験をする人と接するのはとても興味深かった。高校

受験の大変さを知った。また中学生に物事を教える

というのも面白いなと感じた。 

●どんな活動をされているのか、少し分かれた気が

します。 

●雑草を取ることからはじまり、野菜の収穫までや

らせていただくことができて、とてもよかったです。ま

た、私は 1 時間ほどしかやっていないのにも関わら

ず、大変だと感じたので野菜を育てるのにはこんな

にも大変なのだとわかりました。たくさん学ぶことが

できました。 

 

 

�中間支援                        

■ひらつか市民活動センター 

 
●ひらつか市民活動センターについて詳しく知るこ

とができました。シールの貼り替えが主な活動でし

たが、最後にお礼を言ってくださってとても嬉しかっ

たです。 

●市民活動センターはどんな所なのか、施設の中

を分かりやすく教えてくださったり、細かな作業で簡

単そうに見えたけど、椅子のシールをはがして、新

しいのを貼ったり、結構たいへんでした。こうしてボ

ランティアで皆さんのお手伝いができてよかったで

す。 

●SDGs のことについて知れてよかったです。これ

からの社会に必要なことをゲームでそしてパワーポ

イントで教えてくれて分かりやすかったです。 

●ボランティアなのにカードゲームをやらせていく立

場で、とても楽しかったです。環境の事などをカード

ゲームだけで、深く考えられるようになるとは思わ

ず、良い体験ができました。 

●以前より興味のあった SDGs カードゲームをボラ

ンティアとして実際に参加させてもらえて、とても楽

しかった。他国と世界を良くする為に協力する→持

続可能な世界を作るをゲームで実感し、目先の問

題だけに目を向けてもいけないので難しいけど、協

力して実現に向けて自分のできることに取り組んで

いきたい。 

●SDGsカードゲームを実際に体験させていただい

て周りのことを考えないで生活していくと、これから

の地球環境はどうなってしまうか、今の現状につい

て知れました。この日から身のまわりで SDGｓに関

連していることを探し実行できるようになりました。 

 

※紙面の関係で一部抜粋して掲載しています。 

以 上 
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           活動体験報告会で記念撮影 

一人ひとりが活動体験を発表し合いました。 

活動体験報告会にて記念撮影 

●活動体験報告会の様子 (8/25(日)13:30～16:30 ひらつか市民活動センター AB会議室) 
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