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令和元年度の活動実績

令和元年度（5月～2月） 平成30年度（5月～2月）

開催回数
１４回

うち台風復興支援活動2回

夏休みインターン1回を含む

１１回
うちOBOGのみの活動1回を含む

開催地区

１４地区
伏黒・梁川・堰本・粟野・掛田

保原・上保原・大田・柱沢

掛田・石田・月舘・小手・富成

９地区
伊達・伏黒・梁川・堰本・粟野

掛田・月舘・小手・富成

伊達市内の

小中学生
延べ７７０名 延べ９０６名

首都圏の

大学生

延べ１４４名
15大学28学部学科

うち新規参加 延べ18名

OBOG 延べ41名

延べ１４６名
18大学29学部学科

うち新規参加 延べ34名

OBOG 延べ38名



■ 今年度の新たな取り組み

・すべての伊達市児童クラブへの訪問達成（市内11か所）

・OBOG も参加した寺子屋活動を実施（過去参加大学生・社会人：延べ41名が参加）

※台風19号被害に伴う災害ボランティアでもOBOGが活躍（10名のOBOGが参加）

・夏休みインターンとして2名のOBOGが3週間活動。

※「スマイルパークほばら・やながわ認定こども園・ひろせ」で職業体験実施

■ 昨年度からの継続

・中学生向け寺子屋教室（学習支援）の定期開催

- 月舘中の生徒を対象に実施（計5回 延べ生徒31名参加 ※昨年度は延べ20名参加）

・地域との連携、田舎ならではの体験の強化

- 古民家改修作業・農作業・お祭り参加・ボルダリング体験・臼と杵での餅つき・凧揚げなど

・活動の記録化と情報発信の強化

- 年間を通じた動画撮影：お世話になった地域の方々に福島のよいところを画用紙に書いてもらって撮影

- 活動冊子の内容刷新：デザイナーと大学生が協働で活動冊子づくり
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5/25（土）～26（日）

1泊2日

6/29（土）～30（日）

1泊2日

8/3（土）～4（日）

1泊2日

8/8（木）～9（金）

1泊2日

5/25（土）

・もの作りびとフェア手伝い

（つきだて花工房）

・中学生寺子屋教室（月舘中）

5/26（日）

・伊達市きらめき事業演奏会

・8月ツアー準備

6/29（土）

・かみほばら児童クラブにて

土曜寺子屋教室

（段ボール工作など）

・中学生寺子屋教室（月舘中）

6/30（日）

・ボルダリング体験（霊山）

・8月ツアー準備

8/3（土）

・夏休み寺子屋教室の打合せ

児童クラブ3か所訪問

（保原・大田・柱沢）

・ボルダリング体験（霊山）

8/4（日）

・古民家改修作業（庭整備）

8/8（木）

・夏休み寺子屋教室（富成）

・中学生寺子屋教室（松陽中）

8/9（金）

・夏休み寺子屋教室（富成）

大学生： 8名

生 徒： 5名

大学生： 8名

生 徒：34名

大学生： 7名 大学生： 3名（うちOBOG 1名）

生 徒：26名

主な活動内容



8/11（土）～31（土）

約3週間滞在

8/16（金）～22（木）

6泊7日

9/21（土）～22（日）

1泊2日

台風復興支援

災害ボランティア活動

＜夏休みインターン＞

8/12（日）～18（日）

・スマイルパークほばら

8/19（月）～20（火）

・夏休み寺子屋教室

8/21（水）～29（木）

・やながわ認定こども園

・ひろせ

8/30（金）

・活動報告会

8/16（金）

・夏休み寺子屋教室準備

・小手姫の里夏祭り参加

8/17（土）

・富成地域の方々との交流会

8/18（日）

・桃狩り/流しそうめん体験

8/19（月）～20（火）

・夏休み寺子屋教室（4か所）

児童クラブ（保原/大田&柱沢）

小手地区・富成地区

8/21（水）

・富岡町復興視察

・ダーツ交流会

8/22（木）

・活動の振り返り

9/21（土）

・かみほばら児童クラブにて

土曜寺子屋教室

（実験など）

9/22（日）

・石田ヒガンバナ祭り手伝い

災害ボランティアセンターで

台風19号で被災した方々の

お宅にて作業

・畳などの荷物の運び出し

・泥のかき出し

・家の片付けや清掃など

■活動①

10/26（土）：5名

10/27（日）：8名

■活動②

11/1（金）：1名

11/2（土）：3名

11/3（日）：3名

大学生OBOG：2名
大学生：28名（うちOBOG 7名）

生 徒：310名

大学生： 5名

生 徒：28名

大学生：11名（うちOBOG 8名）

社会人OBOG：2名

主な活動内容



11/30（土）～12/1（日）

1泊2日

12/14（土）～15（日）

1泊2日

1/18（土）～19（日）

1泊2日

2/1（土）～2（日）

1泊2日

11/30（土）

・かけだ児童クラブにて

土曜寺子屋教室

（実験など）

・中学生寺子屋教室（月舘中）

12/1（日）

・古民家改修作業（庭整備）

・2月ツアー準備

・活動冊子づくり打合せ

12/14（土）

・やながわ児童クラブにて

せきもと・あわの合同で

土曜寺子屋教室

（いも煮づくりなど）

・中学生寺子屋教室（月舘中）

12/15（日）

・富成日曜寺子屋教室

・富成こども食堂ふるまい餅

1/18（土）

・農作業手伝い（堰本）

ハウスや田んぼの藁片付け

大根収穫など

1/19（日）

・石田っこクラブで

子どもたち一緒に凧あげ

2/1（土）

・放課後寺子屋教室の打合せ

児童クラブ4か所訪問

（伏黒・月舘・粟野・堰本）

・中学生寺子屋教室（月舘中）

12/9（日）

・農作業手伝い（堰本）

ハウスや田んぼの藁片付け

大根収穫など

大学生： 7名

生 徒：21名

大学生： 6名

生 徒：56名

大学生： 6名（うちOBOG 3名）

社会人OBOG：2名

生 徒：18名

大学生： 7名

生 徒： 9名

主な活動内容



2/15（土）～22（土）

7泊8日
2/22（土）

2/15（土）

・放課後寺子屋教室準備

2/16（日）

・地粉うどんづくり体験

・夕食交流会

2/17（月）～19（水）

・放課後寺子屋教室（5か所）

児童クラブ（伏黒/月舘/粟野/堰本）、富成地区

・お母さん方と米粉ピザづくり/ボルダリング

2/20（木）

・震災避難体験談を伺う

2/21（金）

・楢葉町復興視察

・ダーツ交流会

2/22（土）

・活動報告会（東京都内）

【令和元年年度 活動報告会】

Mace千駄ヶ谷 イベントスペース にて

16：00～20：00

・ご挨拶

・アイスブレイク交流

・今年度活動報告

・交流ワークショップ

・フリータイムトーク

・総評

・コアメンバー挨拶

・記念撮影

【参加者：計48名】

・2月ツアー参加学生：25名

・OBOG：16名

・新規参加学生：1名

・その他一般：6名大学生： 25名

生 徒： 263名

主な活動内容



寺子屋教室 子どもたちとの活動プログラムの例

おもいきり体を動かす運動ゲーム どこまで聞こえるか糸電話実験

段ボール工作 中学生向け寺子屋教室も定期開催 8



田舎ならではの体験の例
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子どもたちと一緒に臼と杵で餅つき 古民家改修 庭の池づくり

畑で桃を丸かじり 農作業体験 大根収穫



地域との交流活動の例
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石田ヒガンバナまつりでお手伝い お母さん手作りの田舎料理で交流会

小手姫の里夏祭りに参加 教わりながらの凧づくり



台風19号災害ボランティア

11現役メンバーとOBOG合わせて13名が5日間作業。泥かきや屋内の清掃や荷物の運び出しなど行いました。



（ご参考）子どもたちの感想
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（ご参考）児童クラブ指導員の先生からの声
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■ 今後に向けて

●OBOGの組織化とティーチャリングプロジェクト活動卒業後の受け皿づくり

・大学3～4年生を対象とした伊達市内でのインターン（職業体験）を通年で実施する。

→ 専門コースの設置（FTTカレッジ構想）

・首都圏での伊達市特産品のPRイベントなどでOBOGにも手伝ってもらう。

・通年を通じた地域との連携強化

→ 農作業（種まき/苗植え → 収穫や調理まで）

→ 地域行事（準備 → 当日まで）

→ 中学生向け寺子屋教室の定期的な開催

・福島の大学生との交流

→ 福島大や福島学院大の学生と一緒に活動

・活動の記録化、情報発信の強化

→ SNS、PR動画作成、冊子づくり

子どもたちへのアンケート評価実施など 14


