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はじめに 
 
福岡市は，小・中学生の夏休み期間中に，子どもが親の職場を参観する“「い～な」ふく

おか・子ども参観日”を実施しています。 
 
この取り組みは，家族のコミュニケーションや絆を深めるとともに，職場においても，職

員・社員の育児に関する理解を深め，子育てしやすい環境づくりや働き方の見直しを促進す

ることを目的としたものです。 

 

平成 29 年度は，福岡市を含め 28 の企業・団体が“「い～な」ふくおか・子ども参観日”

を実施されました。 

 

今回も，それぞれの企業・団体において，工夫を凝らしたさまざまなプログラムが実施さ

れています。 

 

参加した子どもたちからは，「お母さんは、会社にとって大切なお仕事をしているんだな

と思いました」「私もお父さんみたいに、いろいろ出来るようになりたいと思いました」「働

いている人がとても楽しそうだった」などの声，また，親や同僚の方からも，「子供と仕事

について話すきっかけとなった」「職場の雰囲気が和やかになり、社員同士のコミュニケー

ションも深まりました」などの声をいただきました。子どもたちが職場で働く親の姿を見て

感謝を感じたり，実際に親の仕事を体験して将来を考えたり，職場でも，子どもたちの来訪

で，いつもとは違う空気を感じることができたりしたようです。 

 

本冊子は，今年度，さまざまな企業や団体で行われた取り組みを，報告書として冊子にま

とめたものです。各企業・団体における取り組みが，皆様の参考になれば幸いです。 
 
今後とも，子どもたちにとってよりよい環境をつくっていくために，“「い～な」ふくおか

子ども週間”の取り組みに，ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 

平成 30年６月 

福岡市こども未来局 
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                     （五十音順）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
アサヒビール株式会社       

九州総括本部/博多工場  
15 株式会社 正興電機製作所  

2 株式会社アトル 16 大和リース株式会社 福岡支店 

3 株式会社飯田工務店 17 株式会社西日本シティ銀行 博多駅東支店 

4 イオンストア九州株式会社  18 西日本鉄道株式会社 

5 株式会社岩田屋三越  19 日新産業株式会社 

6 NTT 西日本 福岡支店 20 パナソニック株式会社 

7 エフコープ生活協同組合 21 株式会社 日立製作所 九州支社 

8 大高建設株式会社 22 富士通九州システムズグループ 

9 九州旅客鉄道株式会社  23 福岡市役所 

10 株式会社 九電工 24 社会福祉法人福笑会 隅田保育園 

11 コカ・コーラウエスト株式会社 25 社会福祉法人ふたば会 わかな保育園 

12 株式会社コンピュータ教育社 26 株式会社ペンシル 

13 西部ガス株式会社 27 社会福祉法人やまびこ会 内野保育園 

14 株式会社 サン電工社 28 リコージャパン株式会社 福岡支社 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.報告書 



4 

 

 

○日  時  平成２９年８月２３日（水）  

○参加人数  １３家族  子ども １９人 

    アサヒビール㈱とアサヒ飲料㈱の３事業場にて実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

9:00～10:40 各事業場での職場見学、お仕事見学、名刺交換 等 

10:40～11:00 ３事業場をテレビ会議システムで接続 

11:00～12:00  移動 （博多工場は引き続き職場見学） 

12:０0～1２:30 子ども交流会（名刺交換・写真撮影） 

12:30～13:15 社員食堂にて食事 

13:30～15:00 工場見学・夏休みの工作 

15:10～16:５0 カルピス子ども乳酸菌研究所 

17:30～ ビール園にて親子懇親会 

○子どもたちの感想 

・お父さんは、仕事をいろいろとこなし、頑張っていてすごいと思いました。いろい 

ろと頑張っているから、これからも応援したいと思います。 

・職場探検で、お母さんの真剣に働いている姿を見て、感謝の気持ちでいっぱいにな

りました。 

・ふだんは見れない職場を見る貴重な体験をすることができました。職場には色々な

場所があり、すごく興味がわきました。さらにビール工場にはすごい設備がたくさ

んあり、とてもおどろきました。乳酸菌講座でも新たな発見がたくさんあり良かっ

たです。このような体験を通して、仕事についてたくさんのことを知れたので良か

ったです。 

・お母さんは、パソコンを使ったりして、たくさん仕事をしていました。ありがとう

と思いました。 

・お父さんがどんな仕事をしているのか、工場や部長はどんな人なのか気になってい

たけど、しっかり見学できたし、会社の人は、みんなやさしかったです。初めて古

墳や神社を見ました。いつもの見学では見れないところや出来ない体験が出来てと

っても面白かったです。初めて会った友達とも仲良くなれてうれしかったです。い

い経験になりました。 

・とても楽しかったです。こども乳酸菌研究所では、カルピスができるまでについて

学びました。グループで話し合ったり、一緒にできたところが楽しかったです。ま

た、みんなで助け合って、協力しあってしたところがいいなと思いました。 

・お母さんは、経理の仕事をしているので、その仕事の内容を教えてくれました。お

母さんは、会社にとって大切なお仕事をしているんだなと思いました。 

 

アサヒビール㈱九州統括本部、博多工場（福岡市中央区天神１－１－１-７Ｆ） 
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○社員の感想 

・机の横に少し座っていただけでしたが、それでも、何かを感じてくれたようです。

家に帰って「ママはこんなところで仕事をしていた」と嬉しそうに家族に話をして

いました。些細なことですが、とてもわくわくしてくれたようです。 

・毎回、新しいことを体験させて頂き、ありがとうございます。子どもが仕事や、働

くことに関して興味を持つようになったのは、この『子ども参観日』のおかげだと

感謝しております 

・昨年に続き 2 年連続の参加です。今年も親として有難い時間でした。子供も昨年よ

り慣れたり知合いになれたりと親同士でも良いツールだと思います 

・働いてる姿を見せることができる、子どもにとっても貴重な経験なので、今後も継

続してほしいです 

・とても良い企画でした。是非大勢に参加して欲しいですね 

・初めて会う子供や、昨年の参観日以来会う友達とどのように接していくのかを見て

いました。緊張しながら子供同士が近付き、仲良くなっていく様子を微笑ましく見

ることが出来ました。子どもたちは『カルピス研究所』が楽しかったようで、乳酸

菌やヨーグルトの話をしてくれました！  

・参加前は、名刺の渡し方など練習しているときは、声も小さく「大丈夫」かと思い

ましたが、参加中からも低学年のお世話もしていてくれたみたいで、少し子どもの

成長が見れたかなと思います。 

・お友達が出来てとても楽しかったようです。今回の参加で、お仕事について何か感

じとってくれてようで、子どもの成長を少し感じることが出来ました。会社のＣＭ

にも敏感に反応しているようで、これは、お母さんの会社の商品だよね？と、いろ

いろ興味を持ってくれています。 

 

 

★九州統括本部：職場見学・お仕事体験 

                 

 

 

 

 

 

 お仕事見学                 お仕事体験     
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★博多工場：午前中 職場見学等 

 

 

★アサヒ飲料：職場見学・お仕事紹介 

 

 

 

 

 

★午後からは博多工場に集合して実施 

 

工場見学    カルピスこども乳酸菌研究所  ビール園にて親子懇親会 

東光寺剣塚古墳見学     商品知識勉強会＆レク        お仕事体験 

支社長と名刺交換         お仕事見学   

★３事業場をつないで 

テレビ会議 
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○日  時  平成２９年８月４日（金）、５日（土）  

○参加人数  ３５家族  子ども ５３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プログラム 

  

○子どもたちの感想 

 ・会社の広さにビックリした。 

 ・聴診器を使ったら、心臓の音が聞こえて感動した。 

 ・薬を分ける機械がおもしろかった。 

 ・楽しかった。来年も、またぜったい来たい。 

 ・将来、ここで働きたいと思った。 

 

○社員の感想 

 ・説明・案内のスタッフが親切でわかりやすかった。 

 ・子どもも大人も楽しめる内容でよかった。 

 ・清潔でムダのないシステムに感心した。 

 ・会社全体で仕事をしていると再確認ができた。 

 ・社員の方の挨拶・笑顔、細かい気配りがすばらしかった。 

 ・「難しい仕事をしているんだね」と子どもに言われた。 

株式会社アトル （ 福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目５－１） 
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【ＴＶ会議システムを使い、親子でカード合わ

せゲーム】 

『〇〇ちゃんの好きな乗り物はどれでしょ

う？』 

【シールラリー】 

シールラリーシートを持って会社内を回り、

見学や体験したブースで番号にシールを貼

ってもらいました。 

 

【キッズファーマシー】 

白衣を着て、マーブルチョコをお薬に見立て、

分包機で薬剤師さんのおしごと体験。 

【ＣＴＩを使って親子で通話体験】 
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【庫内見学】 

真剣な表情で庫内の説明を聞く子ども達 

【休憩タイム・ビンゴ大会】 

ジュースで「かんぱーい！」 

【集合写真】 

（上：8 月 4 日、右：8 月 5 日） 
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○日  時  平成２９年 8月 4日（金）  

○参加人数  1家族  子ども 2人 

          

○プログラム 

時 間 内 容 

10：30～ オリエンテーション（スケジュール確認、自己紹介） 

10：40～ 名刺作成～名刺交換 

10：45～ 職場体験（デスクワーク、電話の応対） 

11：45～13：00 写真撮影～親子で昼食～終了解散 

 

○子どもたちの感想 

・名刺作成が楽しかった。 

・お父さんの名刺を初めて見た。カッコイイ名刺だった。 

・電話での受け方はとってもドキドキした。  

・相手のお話しを聞きながら、名前とかメモをするのがむずかしかった。 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・工事の現場とまた違った仕事、デスクワークを体験し、会社にはいろんな 

 お仕事があるのだと今回の体験でわかったようです。 

・自分達で作成した名刺をお父さんと交換した時、楽しそうでした。 

・電話対応は難しかったようだが、一番興味を示していました。 

・「子ども参観日」今回は予定が合わず 1組の家族参加のみと 

 なってしまったので、次回はもっと事前にスケジュールを確認して 

 多くの参加にして行きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社飯田工務店 （ 福岡市博多区空港前 5-5-5） 
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写真 

 

 

写真 

 

 

写真 

 

 

 

出来上がった名刺で、お父さん、会社の 

社員の方と名刺交換しました。 

少し恥ずかしそうにお互い交換していま

した。 

 

 

 

 

電話応対の説明をした後、応対のマニュア

ルを見ながら、応対をしている所です。 

受話器をきちんと持って、ペン、メモ用紙

を準備して相手のお名前等しっかりメモ

を取っていました。 

ドキドキしたけど、楽しかったそうです。 

 

手形・小切手等作成するチェックライター

の説明を真剣に聞いてくれていました。 

        ↓ 

 

 

名刺サイズの白い用紙、シール、マスキン

グテープなど使って自分なりにアレンジ

をしながら、名刺を作成している所です。

姉妹でそれぞれかわいい名刺が出来てい

ました。 
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○日  時  平成２9年 8月 3日（木）  

○参加人数  7家族  子ども 15人 

       ショッパーズ福岡店で実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

9:00～9:20 開始の挨拶や店長挨拶、参加者自己紹介、店舗説明 

9:20～9:40 名刺作成 

9:40～10:30 バックルームと売り場の見学・ペッパー君とふれあう 

10:30～10:40 休憩・ワオン君と触れ合う 

10:40～11:00 レジの体験 

11:00～11:15 クリーンタイム（売り場で商品の前進陳列） 

11:15～11:35 父母のお仕事体験 

11:35～11:50 （子供だけで）父母への感謝メダル作成 

11:50～12:10 質問タイム 

12:10～12:40 お食事タイム 

12:40～13:00 終礼・記念撮影 

○子どもたちの感想 

昨年に引き続き実施しました。 

特に好評だったのは、レジの体験と業務用冷凍庫見学です。見たことのない大きな冷

凍庫内に入り、冷たさを体感。 

レジ操作は、子供たちには珍しいもので、とても熱心に 

レジ担当者からの教育を受け、レジ操作を何度も行っていました。 

 

売り場での陳列業務時では、私たち従業員のまねをして、「いらっしゃいませ」等の 

声だしをしていました。 

 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・子供に職場内部を見せることがないので、よい機会となった 

・子供と仕事について話すきっかけとなった。 

・違う部署の人と話すきっかけとなった。 

イオンストア九州㈱ （博多区博多駅南 2丁目 9-11） 
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写真 

 

 

 

 

お客様が買いやすいように並べるぞ。 

 

 

お店のぺっぱーくん、歌ったり、中国語を

しゃべったり。すごいなあ。 

 

初めての名刺交換。 

緊張するなぁ 
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○日  時  平成２９年 8月 1日（火） 

○参加人数  6家族  子ども 6人 

         岩田屋三越今泉ビル・福岡三越で実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

14：30～14：35 はじめの挨拶 

14：35～15：45  「百貨店のお仕事」「接客マナー」等 

15：45～17：00  お父さん・お母さんの職場見学 

17：00～17：30  お父さん・お母さんへのメッセージ作成 

20：00～  「大濠花火大会」スタート 

 

○子どもたちの感想 

 

 ・一緒に参加したみんなとお友達になることができたので、来年も参加したい。 

 ・お母さんがこんな仕事をしているんだなぁと思った。 

 ・お母さんの職場に行って、一緒にお手伝いすることができてうれしかった。 

 ・化粧品コーナーで化粧をしてもらってうれしかった。 

 ・いろいろなお仕事体験ができて楽しかった。 

 ・キラキラしたところでお母さんが働いていたのがいいなぁと思った。 

 

 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

 

 ・昨年も参加したお子さまの成長を感じることができた。 

 ・一緒に働いている同僚のお子さまに会うことができて良かった。 

 ・子供達がいろいろなお仕事を体験することができて、夏休みの自由研究にもなる

ので良いと思う。 

 ・普段は大人しかいない職場に子供達が来ることで元気をもらった。 

 ・お仕事体験をする子供達を見て、子供のお仕事レベルの高さに驚いた。 

 ・一緒に働いている同僚のいつもとは違う表情を垣間見ることができた。 

 

 

 

株式会社岩田屋三越 （福岡市中央区天神 2-5-35） 
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【商品お渡しの練習】 
 

 お父さん・お母さんの職場でお仕事体験をす

る前に、実際に商品をお渡しする練習をします。 

 お渡しする時の紙袋の持ち方や、お辞儀の角

度も考えてお渡しします。 

 動きは少しぎこちないけど、みんな笑顔でお

渡しすることができています。 

 気持ちはきっとお客さまに伝わるはずです。 

【お父さん・お母さんへのメッセージ作り】 
 

 お父さん・お母さんが迎えに来るまで、内

緒でメッセージを作ります。 

 お父さん・お母さんへの感謝のメッセージ

がたくさん。 

 迎えにきたお父さん・お母さんは感動して

大喜びです。 

【毎回大人気のレジ体験】 

 

 実際にバーコードを通すことができる

レジ打ち体験は、毎回大人気企画。 

 待ちきれなくて、みんな後ろから見学し

ています。 

 最初はうまく反応しなくて苦戦してい

ても、徐々に慣れてきて、お預かり金額を

入力することができるまでになりました。 
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○日  時  平成２９年 8月 8日（火）～8月 10日（水） 

○参加人数  ４１家族  子ども ６６人  （３ビルで実施） 

○プログラム 

時 間 内 容 

9：20～ 9：20 ・オリエンテーション 

・開講式 

・写真撮影 

9：50～11：10 職場体験（それぞれ親の職場へ） 

11：20～12：00 各ビル食堂で親と昼食 

12：00～13：00 開催ビル会議室へ移動 

・糸電話作り（糸の種類が違う糸電話の体験） 

・電話の歴史 

13：00～13：15 ・閉講式 

 

○子どもたちの感想 

・お父さんが、どんな仕事をしているのかが分かったりして楽しかったです。 

・糸電話の糸を毛糸にしたりして聞こえるか、聞こえないか調べるのが楽しかったで

す。また、会社に来たいと思いました。 

・とても楽しかった。お母さんの課長が見られて良かった。 

・会社でのやる事が分かりとても楽しかった 

・仕事を手伝って大変だったけど楽しかった。 

・仕事の内容が分かったし、ほかの人もやさしかったから楽しかった。 

 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・糸電話の実験が思った以上に子供達の興味をそそり、楽しそうにしていた。 

・今回初めて参加しましたが、子供達にとっていい経験が出来たと思います。 

・参加させて頂きありがとうございました。子供も楽しそうに職場見学、体験活動を

していました。今後もファミリーデーが継続していくことを期待しています。 

・年に１回、毎年参加し少しずつ仕事の事を理解してもらいたいと思うので継続して

ほしい企画です。 

・子供も楽しんで良い経験が出来ました。ありがとうございました。 

・職場を理解する、とても良い機会になりました。 

・子供達が喜んでいました貴重な体験ができ楽しかったです。 

 

 

ＮＴＴ西日本 福岡支店 （ 福岡市博多区博多駅東 3-2-28） 
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○ファミリーデー（子ども参観日）開催の趣旨 

 ＮＴＴ西日本福岡支店では、８月８日（火）～８月１０日（水）の３日間、「家族とのコミュ

ニケーションの向上」や「家族の絆」を深めること等を目的として、さらには、「家庭と仕事の調和」ワー

クライフバランスの観点より、ファミリーデー（子ども参観日）を開催しました。 

 今年度は、更に充実した取り組みとして新博多ビル（８月８日）・博多 DOIMACHI ビル（８月９

日）・天神ビル（８月１０日）の３ビルにおいて開催しました。 

参加人数は、過去最大の社員４１名、子ども６６名の参加となりました。 

当日は、オリエンテーションの後、それぞれ社員の職場で、ミーティング等での紹介、上長との名刺交換

やコピー、メールの体験等を実施して頂きました。また、各ビルの社員食堂で社員と昼食を一緒にとった後、

各ビルの会議室にて糸電話の作成および体験（素材が違う糸電話）、電話の歴史等を勉強しました。 

 参加した子どもさんたちは、いつもは見ることのできないお父さんお母さんの働く姿をみる貴重な機会と

なり、また職場も明るく可愛い子ども達から沢山の元気をもらった笑顔のあふれる1日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新博多ビル：記念撮影 

４６名の子ども達が集まりました。 

博多 DOIMACHIビル：記念撮影 

１０名の子ども達が集まりました。 

天神ビル：記念撮影 

１０名の子ども達が集まりました。 
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社員食堂で昼食 

いつも、お父さんお母さんが食べている 

お昼ごはん。おいしかったかな？ 

名刺交換 

初めての名刺交換！緊張したかな！ 

 

職場体験 

 初めての職場体験！ 

 「お客様が待っています！」 

 

糸電話作り 

作成した糸電話といろんな糸の 

糸電話を体験しました。 

聞こえるかな？ 

「もし も-し！」 
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2017 年 10 月 6 日(金） 

■企業名 エフコープ生活協同組合

■開催日 2017 年 7 月 21 日（月）～8 月 11 日（金） ※事業所によって開催日が異なる

■参加者 34 家族（子ども 38 名）

■事業所 19 事業所（支所 11、店舗 4、本部事業所 4）

＜実施事業所一覧＞

事業所 所在地 事業所 所在地 

西港支所 北九州市小倉北区 久留米支所 久留米市 

京築支所 行橋市 筑後支所 筑後市 

飯塚支所 飯塚市 大牟田支所 大牟田市 

志免支所 糟屋郡志免町 志井店 北九州市小倉南区 

糸島支所 糸島市 沼店 北九州市小倉南区 

早良支所 福岡市早良区 新宮店 福岡市東区 

城南支所 福岡市城南区 那珂川店 筑紫郡那珂川町 

太宰府支所 太宰府市 篠栗本部 上記参照 

■大まかなプログラム

支所 本部 

8：30 
オリエンテーション

（朝礼参加） 
9：00-9：40 

オリエンテーション

生協についての案内 

名刺交換練習 

8：40-12：00 配達同乗 9：45-10：45 施設内見学 

12：00-13：00 昼食 10：45-12：10 職場体験 

13：00-17：00 

配達同乗 

修了証書授与 

感想文記入 

12：10-12：30 
修了証書授与 

感想文記入 

店舗 

9：00-9：30 
オリエンテーション

店内見学 

9：30-10：30 挨拶研修、レジ体験、 

10：30-11：00 農産品加工、ラップ 

11：00-12：00 
品出し 

試食の店内放送 

12：00- 修了証書授与 

・感想文記入

エフコープ生活協同組合

『ファミリーデイ』実施報告書 
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* * * 感想文 抜粋 * * *

【子どもたちの感想】 

支所 

◆今日いちばん心に残ったこと

・トラックにのってやさいなどをわたしたこと。

・お父さんといっしょにおきゃくさんに商品をわた

したりかたづけもしました。たいへんでしたが楽

しかったです。

・とても暑い中で、きついけどおきゃくさんの前で

は、えがおでていねいにしていたのですごいと思

いました。

・お父さんが一人でがんばっているのが、すごいと思

いました。 

・組合員さんのほとんどから「がんばってね」など、

はげましの声をもらえた。前回と比べてお話しできて楽しかった。

◆エフコープのことや、今日お仕事をして感じたこと

・たのしくてどきどきしました。

・毎日、重い荷物を運んで、えがおでするお仕事はとても大へんと

いうことがわかりました。エフコープの人はとてもやさしかった

です。

・組合員さんとパパとの会話をしているときに、組合員さんが日常の

ことなどを楽しそうに話していたので聞いているほうも笑顔をもら

えた。

・「がんばってね。」と声をかけてくれてうれしかったです。 

・お父さんは毎日あつい中仕事をしているのが分かりました。

店舗 

◆今日いちばん心に残ったこと

・野菜を出すこと。わるい所がないかとかをみな

がら出すのは少し時間がかかったけど少しなれ

てきたら少しすばやくできたのでよかったで

す。

・品だしでいつも簡単なことだろうと思っていたけ

れど、体験して足がぱんぱんになってこしが痛いこ

とです。

・レジやてん内ほうそう、お肉をならべたのが心にの

こりました。スタッフのみなさんがやさしかったで

す。

・かぼちゃのらっぴんぐがじょうずにできたのがうれしかったです。
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◆エフコープのことや、今日お仕事をして感じたこと

・ママがいつもこいうことをしてがんばっていてほぼ毎日レジしたりいろいろしていてすごいな

と思いました。

・エフコープではたらいている人のやっていることがよくわかりました。

・お客さんがまだきていないときから野菜を出したりして一日中ずとたいへんなんだなと思いま

した。きんちょうしてたけど、どんどんやる気がでてきました。楽しかったからまたらい年も

やりたいです。

・はじめてしたことやしなだしをしたりしてちょっとたいへんだったけど、たのしかったです。

本部 

◆いちばん心に残ったこと

・おかあさんといっしょにパソコンをうごか

したこと。

・みんながお仕事をしてるのがたいへんだと

思った。

・いつもしごとをがんばっているんだなとお

もいました。

・しいたけを取った事です。特に、しいたけ

を取る際に素手で触ると黒くなったりして

出荷できなくなるので手袋を付けて慎重に

取っているのは、さすがだなと思いました。

◆エフコープのことや、今日お仕事をして感じたこと

・いろんなことをしているので、はじめてなこ

ともがんばってやっている気持ちがつたわり

ました。

・パパは、こういうおしごとをしているんだと

気づきました。

・やっぱりお仕事はりょうがおおいしすごかっ

た。

・エフコープのしごとがたのしかったです。
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◆お父さん、お母さんへのメッセージ

・いつもお仕事がんばってくれてありがとう。

これからもがんばってください。

・パパへ いつも、仕事がんばってくれてありが

とう！毎年参加しているけど、大変さが分か

りました。これからも応えんしたいです。 

・いつも家ぞくのためにいつもはたらいてくれ

てありがとう。仕事がおわってやっと帰って

きても、わたしたちのためにいろいろしてく

れてありがとう。これからもガンバッて

ね！！

・お母さんへ しょくばたいけん楽しかったよ。またいこうね。お肉の切り方一つ一つていねいに切

っててすごかったです。こんどもよろしくおねがいします。

・父ちゃんは毎日つかれるけどがんばっているのがすごいと思いました。

・はじめておとうさんのしごとをみました。かっこいかった。

【スタッフの感想】 

◆参加された子どもさんの様子

・昨年からずっと参加したいと思っていたので

当日はとても興奮していました。初めて乗る

トラックや配達先などとにかく初めてのこと

なので喜んでいました。時期が夏ですので、暑

い疲れたとはよく言ってましたが、1日最後ま

でがんばっていました。 

・私を少しでも助けてあげようと、一生懸命頑張

る姿に感動しました。3 度目でしたが、さすが

でした。今日は思いきり抱きしめてあげたい

と思います。 

・年配の組合員さんが多いのですが、きちんと大きな声であいさつや返事が出来ていたので、親が思

うより外ではしっかりしているようです。

・前日からとても緊張していたのが当日になっていつもの雰囲気で体験できたことが嬉しかったです。

普段、人との関わりがどんな感じなのか見れない所が多く、見れたので良かったです。・・・意外に

成長したところが発見できました。 

・今年で 3 回目の参加でした。小学校最後の夏休みということもあり日々楽しんでいる中、ファミリ

ーデイに参加させて頂き息子なりに「6 年生なのでしっかり仕事をするぞ！」とか「責任もってや

るぞ！」とかいう気持ちもあったようで、まじめに取り組む様子が見られました。

・普段の家庭での姿とは違う一面が発見できたこと、昨年も参加させていただきましたが、1 年間の

成長を感じ取れたことが非常に嬉しく、子どもよりも親のほうが楽しめる企画でした。
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◆「ファミリーデイ」前後で子どもさんと話されたことなど

・参加前は特になにも話してなかったのですが、配達中に、ママお仕事大変だねや、組合員さんが優し

いねなど子供なりに感じたものがあるようでうれしかったです。

・今日はどこのコース？や配達多いの？など仕事について聞いてくることが多くなりました。少し理

解してもらえたかなと思います。

・組合員さん（お客様）、スタッフの方にきちんとあいさつをすることを伝えました。

・参加する前は「どんな仕事をさせてもらえるのだろう？」とか「誰が教えてくれるの？」とか少し緊

張もあったのかなと思いましたけど、おわった後聞いてみたら「いろんな仕事を任せてもらえてう

れしかった」とか「お客さんと直接お話しする中で試食をすすめたら買ってくれて嬉しかった」など

達成感も得られたようで私もうれしかったです。

・各生協のカタログ制作過程を学んで、「九州各地で商品のアピールの仕方がちがうんやね」と言っ

ていました。「特に沖縄は全くちがった」とのこと。篠栗センターにあんなにたくさんのスタッフ

がいたとは・・・知らなかったようです。

◆「ファミリーデイ」に参加して

・このとりくみは本当にいいと思います。もっとたくさんのお子さんが参加できればなぁと思います。

モノよりおもいで。リアルな仕事に参加できること、お父さんの姿をみること。これはとても大き

な、子にとっての教育になると思います。 

・夏休みだけでなく、春休みや冬休みにも企画して頂けたら嬉しいです！

・子どもたちにとって親が働く場を見る機会は中々ないことなので、ぜひとも今後とも続けて頂けた

らと思います。

・夏休みの思い出に本当になりました。日頃、人前に出るのを恥ずかしがる二人なのに今日はイキイ

キしてて違う一面が見れたので参加出来た事、本当に良かったと思いました。ありがとうございま

した。 

・息子が成長していく中で、経験させてあげたいと思って毎年応募しています。今回は、組合員さんか

らも、エフコープは良いことをしているね！等、喜んで頂ける場面がありました。準備など多くのス

タッフの協力が必要ですが、振り返りを行っても、「子供達に元気をもらった」「お店があかるくなっ

た」等よかったという意見ばかりでした。今後もぜひ続けて頂ければと思っています。 
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大高建設株式会社 福岡市博多区上牟田一丁目 29 番 6 号 

 

○ 日  時  平成 2９年８月４日（水）8：30～1６：３0 

  ○ 参加人数  1 家族  子ども １人 

 

 
 
ようこそ！大高建設へ！！ 

 

 

        
       一日のながれ 
 

8：30  お母さんと出社 ～ ラジオ体操 ～ 朝礼 
 
    9：00  受付業務 ～ 名刺づくり 
 
    10：00  名刺交換 
 
    11：00  書類整理（シュレッダー） 
 

12：00  お父さんのお迎え 
～ 昼食をとってお父さんと現場へ移動 

 
13：00  掃除 ～ 名刺交換 

 
15：00  お母さんのお迎え ～ 写真整理 

 
16：30  お母さんと退社 

 

 

 

「お父さんがお仕事する現場って 

どういうところなのかな？」 

「お母さんは毎日どんなお仕事を 

しているのかな？」 

今日はお父さんとお母さんの仕事場で 

いろいろなことを体験してくださいね 

 

 

http://sozaidas.com/sozai/010701sonota/png/010701sonota079-trans.png


25 
 

(^^)/ さあ 参観のはじまりはじまり～ 

ラジオ体操 

 
 
 
 

 
 
 
            

   お弁当・宅配便 お任せください！！ 
 
 
 
 
 
 
 

名刺をパソコンで作ってみよう！プリンタ－と名刺裁断機を使ってみよう！ 
 

 
 
 
 
 
  名刺交換の仕方を知ろう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

シュレッダーがけと写真の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
  

 

お母さんと一緒に出社 

みんなとラジオ体操です 

この人を探せ！！ゲーム 

どれだけの人と名刺交換 

できるかな 

 

 

 

 

 

  

  

10種類のデザインを 

パソコンで選んで 

名刺を作ったことが 

一番楽しかったそうです 

おつりを渡して 

お弁当を受け取って・・・ 

荷物も届きました 

朝はバタバタです！ 

                        

                        

お父さんが迎えに来てくれました！ 
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パパのおしごとばでたのしかったことは、 

ロングエレベーターにのったことです。 

どうしてかというと、おくじょうをつくっているところを 

みれたからです。 

 

 

 

お父さんの現場（福岡市南区） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《感  想》 

○ 普段見せれない両親の仕事を体験できる、とてもいい機会と思い参加させて 

いただきました。 初めはラジオ体操も、人前に立つこともできず、 

「まだ早かったかな？」と思いました。 

そんな恥ずかしがり屋な子が、率先してお弁当屋さんや宅配の方とやりとりを 

していたことに驚きました。 いつも大人がしていることに対する憧れが強い

ことを知ることができました。 

体験したことで将来を見通すことができ、「仕事をするって大変だけど  

楽しいな」という気持ちを持ってくれたら嬉しいです。  

「また行きたい！」と言っておりますので、今後も子ども参観を続けて  

いただけたらと思います。  

○ 子どもさんにとっては、会社で触れるもの、コピー機・パソコン・机・椅子等何もかも 

大きく見えて、とてもワクワクしている、楽しんでいる様子が微笑ましかったです。 

○ ご両親が同じ職場なので、今回はパパ・ママ・お子さんのスリーショットが実現。 
“和やかな家族の表情”がとても印象的でした 

パパのおしごとばでそうじをしました。 

ごみがいっぱいあって、 

とってもびっくりしました。 

ごみはちゃんとほうきではわきました。 

 

 

 
 

  

現場の人にご挨拶 

名刺交換できました 
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○日  時  平成２９年 8 月 4 日（金）  

○参加人数  １６家族  子ども 17 人 （グループ会社 １家族 子ども２人含む） 

       本社および市内事業部で実施 JR 九州グループ会社 6 企業で実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

9 :00 ～   9 :20  朝礼「朝の会」 

9:20 ～ 17:00  現場視察・会議参加・デスクワークのお手伝い 

17:50 ～ 17:55  終礼 

17:55 ～ 20:00 帰宅 

子どもたちの感想 

・会社で働く社員の方々は、大変そうにもしていたけれどその中には、ねつい、協力、

楽しさ、笑顔、チームワークがあり、いい会社だなと思いました。父と母は、ぼく

たちや会社、日本のためにお仕事をしていることが良く分かりました。ぼくも日本、

世界をせおえるような大人になりたいと思います。 

・見えない所で支えているお父さん達は、まさにえんの下の力持ちだと思いました。

ミスをしたら利用者の人たちも会社もみんなが困ってしまうのでとても大変だし、

すごく重要な仕事だと思いました。 

・一人の考えじゃなくてみんなで発言して、考えを高めていって、１つの会議がＪＲ

九州という大きな会社を成り立たせているんだなと深く感じることができました。 

・ＪＲ九州は電車だけでなく、お父さんのように不動産関係の仕事をしたり、野菜や

たまごを作ったりホテルや旅館などの仕事があると知りました。 

・一人一人する仕事がちがうので、たよらずに自分で考えて行動しないといけないと

いうことです。その分、自分に対しての責任が強いと思います。 

社員の感想（同僚や上司など） 

・周りが知らない人ばかりなのに、あいさつを大きい声でしっかりしていて、初めて

の名刺交換が楽しそうでした。 

・ＳＵＧＯＣＡで扉が開けられ、パソコンがログインでき、コピーができ、買い物も

できる魔法のカードだと言っていたのが、子どもらしくて可愛かったです。 

・子どもにはわかりにくい業務内容なので、打ち合わせは退屈そうだったが頑張って

聞き、仕事をよく観察していました。 

・自分が将来やってみたいことと照らし合わせながら、一つ一つの仕事を頑張ってい

る姿に驚きました。今回の体験を通し今後も勉強や遊びに頑張って、自分のやりた

いことを見つけてほしいです。 

・子どもが職場にいるのが新鮮でした。社内のどの職場もとても協力的な様子で、 

いい会社だなと感じました。 

九州旅客鉄道株式会社 （ 福岡市博多区博多駅前３－２５－２１ ） 
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北九州地区５つの駅 

（門司･小倉･戸畑･黒崎･折尾）を回り 

名刺交換をして、打合わせしました。 

 

きっぷ発売の体験ができました！ 

 

 

 
同じ建屋内でグループ会社の参加もあり、

多くのグループ会社で実施していただき

ました。 

 

「朝の会」を開催し、和やかに１日を 

スタートすることができました！ 

 

 
熊本総合車両所で新幹線に乗りました 

 

 

『ダイヤルで窓の色が変わって 

とてもかっこいい！』 
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○日  時  平成２９年８月２５日（金）  

○参加人数  ５家族  子ども 13人 

九電工本社及び福岡支店・九電工アカデミー（研修所）で実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

10：00 親子で出社 

10：20 九電工アカデミー 移動 

11：30 昼食 

12：35 会社説明 

13：00 職場見学（九電工アカデミー） 

① 配電部門 … 高所作業車 試乗体験 

② 電気部門 … 技能五輪見学 等 

③ 空調管部門 … エアコンの仕組み 等 

15：00 九電工本社・福岡支店 移動 

16：25 職場見学（親の職場） 

① 自己紹介 

② 親から子どもへ仕事の説明・職場見学 

17：30 親子で退社 

 

○子どもたちの感想 

・生活に欠かせないお仕事で大変だと思った。 

・お父さんたちも勉強をして仕事をしているのを初めて知った。 

・お父さんのお仕事場に初めて行って恥ずかしかったけど、お父さんとお母さんに 

 ほめてもらえて嬉しかった。 

・お仕事は大変だけど、毎日しているお父さんはかっこいい。 

・ぼくもお父さんみたいになりたい。 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・普段「どんな仕事をしているのか」と聞かれても十分な説明が出来なかったので、 

 今回の参観日で理解してもらえてよかった。 

・日ごろ子どもと仕事のことについて話すことがなく、子どもに自分の仕事を理解 

 してもうらいい機会になった。 

・妻や親族の方からもうらやましい取り組みだと言われた。 

 

 

 

株式会社 九電工 （福岡市南区那の川 1-23-35） 
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九電工アカデミー（研修所）にて、 

お父さんと一緒に、技能五輪の 

パイプ曲げ体験をしました。 

 

 

お父さんの職場の方と名刺交換を 

しました。 

元気よく名前を言って、名刺交換 

することができました。 
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○日  時  平成２９年 8 月 18 日（金）  

○参加人数  18 家族  子ども 26 人          

○プログラム 

時 間 内 容 

14:00～14:30 オリエンテーション 

14:30～15:10 お仕事紹介、コカ・コーラクイズ 

15:10～16:20 名刺交換練習、職場見学、名刺交換 

16:20～17:10 オリジナルうちわ作り 

17:10～17:20 記念撮影 

17:30 親子で定時退社  

 

○子どもたちの感想 

 会社にはたくさんの人がいて緊張しました。 

 名刺交換で社員の人の名刺をもらえたことが嬉しかったです。 

 うちわに絵を描いたり、シールを貼って上手に作れました。 

 お父さんの会社のことをいっぱい知って、勉強になりました。 

 Qoo（クー）ちゃんがたくさん遊んでくれたので楽しかったです。 

 コカ・コーラクイズがむずかしくて、一問もあたりませんでした。 

 

○社員の感想（同僚や上司など）       

 子ども参観日は、子供たちに親の働いている姿を見せる良い機会になったと思い

ます。 

 親がどんな仕事をしているのか、実際に職場を見てもらう事で、子供なりに仕事

の大変さを理解し、また親の働く姿を誇らしく感じてもらえたことが嬉しいです。 

 職場の雰囲気が和やかになり、社員同士のコミュニケーションも深まりました。 

 自分の名前が書いてある名刺を一生懸命渡そうとする姿は、とても微笑ましかっ

たです。 

 家に帰ってきてからも楽しい報告会が続き、来年もぜひ開催してほしいと思いま

した。 

 

 

コカ・コーラウエスト株式会社 （福岡市東区箱崎 7-9-66） 
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○日  時  平成２９年８月１０日（木）  

○参加人数  ２家族  子ども ２人 

○プログラム 

時 間 内 容 

10：00～10：15 会社説明 スケジュール確認 

10：15～10：30 取締役との懇談 

10：30～10：45 職場見学（講習教室での授業を見学） 

10：45～12：30 「キッズ！コンピュータ教室」体験教室 

 

○子どもたちの感想 

 家でも授業のための準備をしているのは、このためなんだと思いました。 

 

 会社の人から、お母さんが頑張っている話を聞けて嬉しかったです。 

 

 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

 仕事には興味がないと思っていましたが、教室見学では、食い入るように見て

いたので驚きました。 

 

 目上の人へのあいさつのしかたを教えましたが、二人ともまじめに聞いていま

した。社会というものに興味を持ってもらえる経験になったと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社コンピュータ教育社（福岡市博多区博多駅東 1 丁目 1-33） 
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お母さんが先生として授業をしているとこ

ろを見学しました。 

 

Excel の勉強をしているところです。 

 

生徒さんはみんな、とてもまじめに勉強して

いました。 

コンピュータ教育社製作の子供用学習ソフ

トで、文字の入力練習をしたり、絵を描きま

した。 

 

 

お絵描きソフトでうちわの絵を描きました。 

いい記念になりました。 

 

また、取締役から挨拶の仕方も習いました。 
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○日 時 平成２９年７月２８日（金） 

○参加人数 ８家族 子ども １１人 

※本社および供給指令センターで実施 
 

○プログラム 
 

時 間 内 容 

09：00～12：00 親の職場体験 

 

 
13：30～15：50 

供給指令センター 

【体験①】地震のときは大丈夫？ 

【体験②】ガスのにおいをかいでみよう 

【体験③】緊急車両に乗ってみよう 

【体験④】ガス管で万華鏡を作ろう 

15：50～16：30 
感想文作成 

プレゼント配布 

16：30～ 親子で退社 

 

 
○子どもたちの感想 

・お仕事頑張っているパパはカッコよかったです 

・初めてガスの臭いを嗅ぎました。鼻がまがりそうでした 

・緊急車両に乗ったり、サイレンの音を聞いたり、いつもは体験できないことが

出来て楽しかったです 

・ガス管の万華鏡。今まで色々な材料で作ったけれど、今日の万華鏡が一番キレイ！ 

・知らない事ばかりでしたが、ガスについて勉強できました 

・また来年も参加して、ママのお仕事をもっと体験したいです 

 
○社員の感想（同僚や上司など含む） 

 
・親の職場や仕事内容を見せて、教えてあげることができてよかった 

・朝の通勤ラッシュを体感してもらうのも良かったと思う 

・午後からの職場体験は、ガス会社らしい内容満載で、子どもも楽しそうだった 

・職場に可愛いらしい子どもたちがきてくれて、和やかな雰囲気になった 

・子供が親の仕事や職場の同僚を身近に感じられる良い機会になった 

・子供の矢継ぎ早の質問にも、職場の皆さんが笑顔で丁寧に対応して頂き感謝です 

西部ガス株式会社 （ 福岡市博多区千代 1-17-1） 
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【親の職場体験】名刺交換 

 

  
 

 

西部ガスクイズ！ 

 
 
 
 
 
 

名刺交換もバッチリです 

 
 
 
 
 
 

緊急車両に乗りました 

 
 
 
 
 
 

ガス管で万華鏡づくり 
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○日  時  平成２9 年 8 月 5 日（土）  

○参加人数  7 家族  子ども 17 人 

         ※本社で実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

10：00～10：10 社長挨拶 

10：10～11：00 電池モーター作成 

11：00～11：40 WEB カメラ体験 

11：40～12：00 高所作業車搭乗体験 

12：00～15：00 バーベキュー 

 

○子どもたちの感想 

・お父さんの作業着姿がかっこよかった。 

・高所作業車に乗れておもしろかった。 

・会社の中を探検できて面白かった。 

・モーターの実験が楽しかった。 

・パソコンに自分の姿がうつって（WEB カメラ）面白かった。 

・お友達に会えてうれしかった。 

・バーベキューがおいしかった。 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・ボランティアで参加しましたが、終始楽しく過ごすことができました。 

 ぜひ来年も参加したいと思いました。 

・今まで私の仕事内容を、家族に説明する機会がなかなかなかったので、今回色々と

話してみました。自宅に帰った後も、子どもから色々と聞かれ、いいコミュニケー

ションが取れたと思います。 

・子供達は大変興味を持ち、たくさんの笑顔に触れることが出来ました。 

来年も家族みんなで楽しみにしております。 

・初めてボランティアで参加したが楽しかった。子どもがもう少し大きくなったら 

是非参加させたいです。 

・毎年の恒例行事で、社員の子ども達の成長が見れて楽しかった 

株式会社 サン電工社 （福岡市中央区鳥飼二丁目 6 番 51 号） 
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電池モーター作成 

電線・磁石・電池を使った  

工作を行いました 

 
高所作業車搭乗体験 

お父さんと一緒に高所作業車

に乗りました 

 
バーベキュー大会 

おいしいバーベキューを 

みんなで食べました 

 
記念撮影 

最後に参加者で 

記念撮影しました 
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○実施日時    平成２９年８月４日（金）８：４５～２０：００（定時後夏祭り参加） 

○場  所    古賀事業所（古賀市天神３丁目２０番１号 

○参加人数    １４名（１２家族）【子ども：１４名】 

○プログラム 

時 間 内 容 

８：４５～ 自己紹介など 

１３：００～                オリエンテーション 

１３：１０～  名刺（名札）づくり、上司へ挨拶 

１４：００～         電気・電子制御体験 

１６：１０～  古賀事業所（職場）見学 

１７：３０～  記念撮影 

 

○子どもたちの感想 

・思っていた以上に大きな製品を作っているので、びっくりした。 

・夏休みの宿題（工作と絵日記）が両方できて、よかった。 

・電気と磁石を使った工作がとても楽しかった。 

・お父さん、お母さんの職場が見れてよかった。 

 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 
 ・子ども達が職場を訪問することで、職場の雰囲気が和やかになった。 

 ・日常では見ることができない職場の様子や同僚と働く家族に接することで、 

 ・仕事への理解を深めてもらうよい機会となった。 

 ・一緒に働く上司・部下や同僚の家族と実際に接することで、育児に対する 

  理解が深まり、子育てしやすい職場の環境づくりにつながると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 正興電機製作所（福岡市博多区東光 2-7-25） 
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社員証（名刺）づくり 

     

ひっつきコマに 

興味津々！ 

ガウス加速器 

大うけ！ 

電気・電子制御体験 
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古賀事業所（職場）見学 

磁石のついたダーツ！ 

 盛り上がりました。 

 

最後は会社の前で 

記念撮影 

おとうさん、おかあさ

んの上司へご挨拶。。 
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○日  時  平成２９年 8月 4日（金）  

○参加人数  8家族  子ども 13人 

         32事業所で実施
※

 

○プログラム 

時 間 内 容 

13：30 オリエンテーション（挨拶・自己紹介） 

13：50 森田社長挨拶（TV会議システムを利用） 

14：30 会社説明・会社クイズ 

15：15 BiVi福岡見学・書類作成 

16：15 内線電話 

17：00 名刺交換・名刺作成・捺印スタンプラリー 

17：20 修了証授与式 

18：00 親子で定時退社 

 

○子どもたちの感想 

 ・会社にいけて楽しかった。 

 ・名刺交換が楽しかった。 

 ・お仕事を体験できてうれしかった。 

 ・スタンプラリーをやってみたい。 

 ・工場現場を見てみたい。 

○社員の感想（同僚や上司など） 

 ・会社に行ってみたいという子どもの願いを叶えられて良かった。 

 ・子どもたちは家に帰ってからもずっと楽しかったと連呼していたので 

  相当うれしかったのだと思います。 

 ・明るくやさしいスタッフの姿は好印象だったと思います。 

 ・親子写真付きの修了証を頂けて、とても良い記念になりました。 

  

大和リース株式会社 （福岡市中央区渡辺通 4-1-36 BiVi 福岡 7階） 

※社内の事業所等

で個別に実施した

場合，実施事業所等

の数も記載してく

ださい。 
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ＢｉＶｉ福岡見学 

                       

  

 

  

 

 

 

みんなで一緒に 

 

お父さん・お母さんの 

 

働いている建物を 

 

見学しました 
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内線電話 
 

 

                    

 

 

書類作成 

 

 

みんな上手に電話をかけ、 

会社の人とお話しすることが

できました 

BiVi 福岡を見学して 

 

感じたことを書いて 

 

お父さん・お母さんに 

 

見てもらいました 
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○日時：平成 29年 8 月 18日(金) 

 

○参加人数：3家族 子ども 4人  

○プログラム 

時 間 内 容 

08時 15分 出勤 

08時 30分 体操 

09時 00分 開店の声かけ 

09時 10分 金庫･ATM コーナー見学、ティッシュ配り、現金の重さ･枚数体験 

09時 30～50分 営業室内見学、休憩 

10時 00分 

～11時 00分 
金融クイズ、お金の学校、模擬紙幣での札勘、ワンクすごろく 

11時 00～30分 感想文記入 

11時 40分 制服着用にて写真撮影後、解散 

 

○子供たちの感想 

  ・普段見ることの出来ないATMの裏側や金庫室の中を見ることが出来た。 

 ・お父さんが仕事をしている姿を見れてとてもよかった。 

 ・夏休みのいい思い出になった。 

 ・金庫に書類がいっぱいだった。 

 ・お母さんの仕事をしている姿をもっと見たかった。 

○社員の感想 

・毎日忙しく働いており、仕事をしている姿を見せる機会は少ない。 

 子供達に親が働く姿は新鮮だったようで、今回は良い機会だった。 

・硬貨の重さを体験したり、普段入ることの出来ない金庫室に入室したり、ティッシュを 

配ったりと、夏休みのいい経験になったと思う。 

 ・準備から当日まで行員･スタッフが協力的であり、職場内のコミュニケーションが高ま 

った。 

西日本シティ銀行 博多駅東支店（福岡市博多区博多駅東 2丁目 1-23） 
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○日  時  平成２９年 8 月 25 日（金）  

○参加人数  8 家族  子ども 11 人 

          

○プログラム 

時 間 内 容 

     ～９：００ 出社（社員とともに出社） 

 ９：１０～９：３０ オリエンテーション 

 ９：３０～９：５０ 社長室見学（名刺交換） 

 

９：５０～１０：３０ 

 

・特別授業『にしてつってどんな会社？』 

・お子さまからの質問コーナー 

（回答者：お父さん、お母さん） 

１０：３０～１６：００ 職場体験（各職場） 

１６：００～ 退社 

 ※ノー残業デーならびにプレミアムフライデーも同日実施 

○子どもたちの感想 

・社長と名刺交換をするときに緊張したけれど上手くできてよかった。 

・お父さんのがんばっている姿を見ることができてよかった。 

・お父さんが家で疲れている理由がわかりました。 

・家とはちがう姿のお父さんのことが「かっこいい」と思いました。 

・ホテルのキッチンや、お部屋など、うらがわを見ることができてよかった。 

・おかあさんの仕事はむずかしそうだなとおもった。 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

 

・子どもにとって夏休みの良い体験になりました。 

・自分の仕事を見せるというなかなか無い経験ができてよかった。 

・ノー残業デーだったので、帰宅後家族と充実した時間を過ごすことができた。 

・帰ってから子供と仕事の話ができることが新鮮だった。 

・育児への理解が進むきっかけになるではないかと感じました。 

・西鉄のサービスが街に溢れていることを認識してもらえたのではないか。 

 

 

 

 

 

西日本鉄道株式会社（福岡市中央区天神一丁目 11 番 17 号 福岡ビル） 
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～特別授業～ 

お子さまからの質問コーナー 
 
『にしてつ』がどんな会社なのか、事業の

説明を通して勉強しました。 

 

質問コーナーでは、子どもたちが疑問に思

っていることに対して、お父さん・お母さ

んが先生になって答えてもらいました。 

～社長との名刺交換～ 

 
自分の名前入りの名刺を社長と交換しました。 

 

 
 
 

 

～オリエンテーション～ 

 
みんなの前で自己紹介をしました。 
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～職場見学～ 

鉄道・車両整備課 筑紫工場  

 
 

 

～職場見学～ 

ホテル・開発課 西鉄グランドホテル 

 
 

～職場見学～ 

経営企画部 福岡ビル 

 

 

 

 

～職場見学～ 

都市開発・建築技術課 西鉄イン福岡 

 
 



（福岡市博多区月隈二丁目４番２号）

○日　　時 平成２９年 ８月 ４日（金）

○参加人数 ４家族  子ども９人

○プログラム

１５：００～ オリエンテーション（スケジュール確認）

１５：１０～ 社長挨拶、仕事内容（水門についての説明）

１５：３０～ 施設見学（工場）

１５：５０～ 施設見学（事務所）

１６：１０～ 現場見学

１６：４０～ 懇親会（親子で一緒にバーベキュー）

１８：００ 修了・解散

○子どもたちの感想

・お父さんの机で、パソコンが使えてうれしかった。

・水門を見れて面白かった。

・焼肉がおいしかった。

・鉄を曲げたり穴を開けたりするのが、すごいと思った。

・これが水門だというのがわかりました。

・お母さんの会社の事がよくわかりました。私もここで働きたいと思いました。

・来年の夏休みにもまた来たい。

○社員の感想

・普段あまり見れない工場を親子で見学して、普段の生活では見れない工場の中を子供に

見せる事が出来よかった。自分も勉強になりました。

・お母さんの仕事の内容を、子供が理解できてよかったです。

・水門の説明や、色々な人達によって作られているという事を解りやすく説明して頂き、

子供達も喜んでいました。

・学校・幼稚園では教えられない職場体験ができて、いい経験をさせる事が出来ました。

・見学後の懇親会では子供達同士の交流ができ、子供達がとても喜んでいました。

また会社に来たいと、会社に興味を持ってくれてよかったです。

・子供の笑顔を見て親も楽しめました。来年も行ってほしいです。

時　　間 内　容

日新産業　株式会社
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【オリエンテーション】

【施設見学（工場）】

オリエンテーション

で、社長挨拶の後、

写真を見ながら水門

の仕組みなどの説明

を受けました。

初めて知ることばか

りで興味深々です。

お父さんや、お母さ

んの仕事の内容も教

えてもらいました。

工場では、水門の製品がどうやって作られているか説明を受けました。

鉄と鉄を溶接でくっつくけたり、鉄を削ったり、大きな機械を使って硬い鉄を曲げ

たり穴を開けたりするのを見て驚いていました。



社員・家族みんなでおいしいバーベ

キューを食べました。

初めて会う子供達同志も仲良くなり

ました。

【現場見学】

【施設見学（事務所）】

事務所では、工場で見た水門製品の設計図をパソコンで見せても

らいました。

近くの水門を見に行きました。

「こんな風に川から田んぼに水を流しているんだ」と感心しました。

【懇親会（バーベキュー）】
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○日  時 平成２９年 8月 2日（水） 

○参加人数  15家族  子ども 19人 

（佐賀事業所でも実施） 

○プログラム

時 間 内 容 

12:00-12:40 お父さん、お母さんと昼食 

12:40-13:00 受付 

13:00-13:15 始めの挨拶 

13:15-14:10 ものづくり体験 

14:10-14:40 会社幹部のお話 

14:40-15:40 ショウルームと社内見学

15:40-16:10 お父さん、お母さんの職場見学 

16:10-17:00 環境教育授業 

17:00-17:20 感想文作成 

17:20-17:30 記念撮影、解散 

○子どもたちの感想

・いつもと違うお父さんの働く姿が見れて嬉しかった。

・お父さんの仕事場は、予想と違って広くて人がいっぱいでした。

・お父さんが会社で仕事しているところを始めて見て嬉しかった。

・私もお父さんみたいに、いろいろ出来るようになりたいと思いました。

・エコの事がいろいろ知れて自分も節電などを心がけようと思いました。

・来年は、妹が小学校 3 年生になるので妹と一緒に来ます。

・お父さんが働いているところは、部屋を暗くしてカメラがちゃんとうつるかのテス

トをしていた、とてもおもしろかった。

・お父さんの会社でお父さんと一緒に昼ごはんを食べたことが嬉しかった。

○社員の感想（同僚や上司など）

・私自身も、応援してくれる家族がいるということを再認識できました。

・特にロボット製作は面白かったようで帰宅後も、ロボットが何故前に進むのか理屈

が分からず悩んでいました。

・大変良い思いでになったようです

・お父さんの職場を見る機会というのは、なかなかないことですので、こういうイベ

ントをタイムリーな時に企画していただけて大変よかったです。

・子供たちに実際に働いている職場の様子・仕事仲間を紹介することができ父親の職

場を身近に感じてもらえたことが有意義だった。

パナソニック株式会社 （福岡市博多区美野島）
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写真

【全員集合、オリエンテーション】 

お父さん、お母さんと一緒に昼食を

すませて全員集合しました。 

【ものづくり体験】 

ものづくり体験として、工作ロボッ

トの組み立てに挑戦です。

みんな、上手に組み立て完了しまし

た。 

写真

写真

【会社紹介、説明】 

事業場責任者より子ども達に会社の

説明や人と地球に優しい環境の実現に

向けての環境技術のお話をしています。 

集合写真 など



写真

写真

集合写真 など

【社内見学/新棟屋上】 

屋上では、芝生による緑化対応や自

社製品の太陽光パネルによる自己発

電での環境エコな取り組みを実際に

見学しました。 

【社内見学/健康管理室】 

社内の病院でもある健康管理室を見

学しました。 

【社内見学/ショールーム】 

社内のショールームでいろいろな製

品を見学しました。 

もう一つのチームとテレビ会議シス

テムで会話を楽しみました。



○日  時 平成 29 年 8月 2５日（金）13:30～15:30 

○参加人数  ９家族  子ども 1４人 

○プログラム ～プレミアムフライデー連動企画！2017 年度子ども参観日～

時 間 内 容 

13:30～14:00 オリエンテーション（日立の CM 視聴、会社紹介、名刺交換の練習） 

14:00～14:15 支社長室 訪問 

14:15～15:05 
お父さんお母さんと仕事体験 

（名刺交換、資料作成・印刷、PC 操作、押印請求等） 

15:05～15:30 プレゼンテーション発表会（仕事体験の感想発表） 

15:30～ プレミアムフライデーを活用して子どもと一緒にフレックス退勤 

○子どもたちの感想

・お仕事が出来て、楽しかった。もっとしたかった。

・パソコンを使ったことが一番楽しかった。

・ビルの中を見学できて楽しかった。

・お父さんの会社の中に入ってどんなところかを知ることができてよかった。

・いろんなものをつくってる日立ってすごい！

○社員の感想（同僚や上司など）

・子ども達が社会とのつながりを学ぶためによい機会だと思う。

・子供に働いている姿を見せることができ、子どもとの間で新しい話題ができた。

・父親への敬意の念が生まれたようでよかった。

・早く帰るきっかけになったため、プレミアムフライデーとの連動はよかった。

・職場に子どもを紹介することで、子どもの急病などで会社を休む時に、理解して

もらいやすくなっている。

・親が実際にやっている仕事（PCでの資料作成、回覧、押印請求等）を子どもが

体験することで、仕事に対する具体的なイメージが湧きやすくなってよかった。

・子どものいつもと違う一面(真剣に仕事に取り組み、人前で発表する姿)を見ることが

できてよかった。 

株式会社 日立製作所 九州支社（福岡市早良区百道浜2丁目1－1）
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日立ってこんな 

会社なんだね！ 

お父さんお母さんの仕事紹介

名刺交換体験 

クイズ大会
オリエンテーション

支社長室訪問 

はじめまして！ 

仕事体験 

皆元気でいい子だ！ 

パソコン、 

むずかしいな～ 

参加家族全員で記念撮影！ 

みなさんおつかれさまでした！ 

プレゼンテーション発表会 

みんなの前だから、

緊張するなぁ 
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○日  時 平成２９年７月２７日（木） 

○参加人数  １７家族  子ども １９人 

福岡本社、熊本事業所、大分事業所の３か所で実施 

○プログラム

時 間 内 容 

11:00～ オリエンテーション、名刺交換

11:15～ テレプレゼンテーションで３か所を接続

・社長に質問

・集合写真撮影

11:30～ 社内探検（社長室、Qube ほか） 

11:45～ 職場訪問 

12:00～13:00 昼食 

○子どもたちの感想

・社長と会話できて楽しかった。

・１階のものづくり部屋（Qube）がとても面白く、将来働きたい。

・社内探検が楽しかった

・自分の名刺がもらえてうれしかった。

・家族で社食でごはんを食べたことが、とても楽しかった。

○社員の感想（同僚や上司など）

・名刺交換では、きちんと自分の名前を言って両手を添えて名刺を渡せていて

よかった。

富士通九州システムズグループ（ 福岡市博多区東比恵 1-5-13） 
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福岡本社では、デジタルサービス創出の場「Qube（キューブ）」を探検しました。 

福岡本社・熊本事業所・大分事業所を 

テレプレゼンテーションでつなぎ、社長に質問

しました。みんなで集合写真を撮影しました。

お父さん・お母さんの職場訪問 社員食堂での昼食を楽しみました。 
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○日 時  平成 2９年８月４日（金） 

○参 加 者  ７３家族 子ども１０５人 

福岡市役所本庁舎，交通局，東区役所，博多区役所，中央区役所， 

南区役所，城南区役所，早良区役所，消防局，水道局 で実施 

○プログラム（本庁舎）

時 間 内 容 

15:00～15:20 オリエンテーション，副市長挨拶，副市長と名刺交換，記念撮影

15:20～16:00 施設見学（議場，庁議室，防災対策室） 

16:10～ 局長と懇談、親の職場見学 

17:30～ 親子で定時退庁 

○参加された子どもたちの感想

・たくさんの人が様々な種類の仕事をしていることが分かった。

・お父さんの仕事場を見られてうれしかった。

・お母さんの机に，難しそうな本や書類が沢山あってすごいと思った。

○社員の感想（同僚や上司の感想）

・子どもたちにとって働く親への理解がより深まり，職場においても，子育てへの理解

がより深まったのではないかと思う。

・これからは仕事の楽しさややりがいなども子どもに聞かせてあげようと思った。

記念撮影 参加したみんなで写真を撮りました 

福岡市役所 （福岡市中央区天神１－８－１ 外） 
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施設見学 

市役所のいろいろな施設 

を見学しました。 

名刺交換 

市役所でたくさん 

の人と名刺交換 

をしました。 

書類整理 

お父さん，お母さんたち 

と一緒に，書類の整理を 

体験しました。 
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社会福祉法人 福笑会 隅田保育園

（福岡市博多区西月隈５－１９－１５）

〇日  時  平成２９年８月４日（金）

〇参加人数  ４家族   子ども ４人

２事業所で実施（隅田保育園・第２隅田保育園）

〇プログラム

１日、保育士となり保育助手や配膳の手伝い、遊びの相手等をす

る。

〇子どもたちの感想

・「疲れたぁ～」

・「また、すぐに来たいです！」

〇社員の感想

・園児を楽しませようという思いで、子ども参観日に来てくれたのが伝わりました。嬉し

かったです。

・来年から、うちの子も参加できるのが楽しみです。



 

平成２９年８月４日 

お土産渡し 

すくすくファームで収穫した玉ねぎで作った 

カレーを頂きます！！ 

子育て支援の取り組みを盛り上げるとともに、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

を推進することを目的として、職員・社員の子どもが実際に働く親の姿を見て、家庭のコミュニ

ケーションや絆を深めるとともに職場の上司・同僚も職員も育児に対する理解を深める「子ども

参観日」を市内の企業・団体にも呼び掛けて実施。～福岡市～ 

という事で、隅田保育園の職員の子ども達が職場見学に来て１日保育士さんになりました。 

坂田先生の娘のな

おうちゃん。お給

食先生のお母さん

と一緒に第２隅田

保育園まで給食を

運びました。 

第２隅田保育園の嶺岡先生の娘 

あんちゃん。ゆり組さんと一緒に

プールに入って、水のかけあい！ 

福岡先生の娘 

りこちゃん。 

家でも弟の面倒

をみてるよう

で、ばら組の子

ども達の仕上げ

磨きも上手！ 

谷口先生の娘はる

ちゃん。図書館か

ら借りてきた紙芝

居を持って各クラ

スを回り、読んで

くれました。 

そして、この日は、プール納め。 

４人できれいに掃除してくれました！ 
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社会福祉法人ふたば会 わかな保育園 
  （福岡市博多区東那珂 3 丁目 6－60） 

○日  時 平成 29 年 8 月 4 日（金） 

○参加人数 3 家族  子ども  6 人 

○プログラム

時 間 内 容 

14：00 オリエンテーション

14：05 園長挨拶 

14：15 保育士の仕事内容の説明 

14：30 施設内見学 

15：00 職場見学・体験 

17：25 写真撮影 

17：30 親子で一緒に退社 

○子どもたちの感想

・ちょっとの時間を遊んだだけで疲れたからお母さんが帰ってきて疲れている理由が

わかった。

・赤ちゃんが可愛かった。

・保育士の仕事は大変そうだけど、楽しそうにも見えた。

・保育士になりたいなぁと思った。

・また遊びに来たいと思った。

・みんなそれぞれに個性があり、どのクラスの子も可愛かった。

・毎日遠くまで行ってるんだなと思った。

○職員の感想

・毎日疲れて帰ってくるけど、楽しそうに仕事に行く理由がわかったと話してくれました。 

  保育士の仕事の大変さ、楽しさが少しでも伝わればと思いましたが、保育士になりたい

なと言っていたのがうれしく思いました。 

・園児と遊んでいる姿が、家でみる子どもの姿と違っていい機会になりました。

・園児たちがとても喜んでいてよかったと思います。

・初めての試みで、どうなるのだろうと心配もあたが、私たちの仕事を見てもらい知って

もらえるいい機会になりました。子どもたちと園児たちが見せる笑顔がとても

素晴らしく、みんなが良い経験になったのではないかと思います。
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お母さんの仕事について 

説明を受けました。 

みんな真剣に聞いています！ 

子どもたちが寝ている間に 

お母さんたちと一緒に 

廊下のお掃除・・・ 

「お昼寝中も忙しくしてるんだ…」 

「子どもたちが転ばないように、 

キレイに敷こうね～」

一生懸命、手伝ってくれました☆ 
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はじめは、どう関わっていいのか

お互い戸惑っているようでした

が、あっという間に仲良し♡にな

りました。 

いっしょに 

  あそぼうよ～！ 

みんな、なかなか 

おきないなぁ～ 

お手伝いしようか？ 

がんばれー！！ 
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おやつのメニューは 

スイカとビスケットでした！

こっちにすわって！！と 

子どもたちからのアピールに、 

どこに座ろうかと、みんな悩んで

いました☆ 
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記念撮影 
最後にみんなで写真撮影しました 
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○日  時 平成２９年８月 22 日（火） 

○参加人数  ８家族  子ども １０人 

福岡オフィス、東京オフィスをテレビ会議接続にて同時開催 

○プログラム

時 間 内 容 

9:20〜9:30 受付 

9:30〜9:31 はじめのことば 

9:31〜9:40 自己紹介 

9:40〜10:00 倉橋さん（社長）といっしょ 

・ 社員証と名刺の贈呈

・ 名刺交換の仕方を習う

・ 画用紙にお絵描きタイム

10:00〜10:45 社内見学オフィスツアー 

・ 執務室でチェキ撮影

・ もらった名刺で、社員と名刺交換

10:45〜11:15 ペンシルの仕事について授業と質問コーナー 

11:15〜11:30 台湾オフィスからの中国語講座 

11:30〜12:00 ペンシルウルトラクイズ 

12:00〜12:30 お父さんお母さんとランチタイム 

12:30〜12:50 今日学んだことを画用紙にアウトプット 

親子で撮影タイム 

12:50〜12:55 終わりのことば 

○子どもたちの感想（抜粋）

・会社の飾り付けがとても素敵だった。

・働いている人がとても楽しそうだった。

・最初は緊張したけど、とても楽しかった。また行きたい。

・自分の名刺がもらえて嬉しかった。余った名刺を友だちに配りたい。

・名刺交換とウルトラクイズがとても面白かった。

・会社ってつまらないとこだと思ってたけど、ペンシルは楽しそうだった。

・みんな優しくて、この会社で働いてみたくなった。

・中国語（台湾語）の挨拶が覚えられて良かった。

・動物（ぬいぐるみ）がたくさんいて、可愛かった。

・将来ペンシルで働いてみたくなった。

株式会社ペンシル （福岡市中央区天神 1 丁目 3-38 天神 121 ビル 5F） 
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○ 社員の感想（同僚や上司など）（抜粋）

・小学生の頃に父が会社に連れて行ってくれ、とても楽しかった記憶があるので

今回のペンシルキッズデイも参加した子どもたちの心の中にドキドキ楽しかった

素敵な思い出が残ってくれるといいなと思いました。

・オフィスが明るく、柔らかい雰囲気になりとても良いイベントでした。

自分もいつか子どもを持ったら・・といろいろ想像しました。

・たまには子どもが自由に来ていい日があってもいいのにと思いました。

・みんな可愛くて癒やされました。何人かのお子さんと名刺交換しましたが、みんな

しっかり挨拶ができて、これからが楽しみになりました。

・同僚の家族の顔を見ることで、仕事以外の側面が見られ、何かあったときには協力

してあげないとなという気持ちが強くなりました。

・私自身、親の職場に行った経験はないのですが、家では見ることのできない

親の一面をみることができて良い刺激になったのではと思いました。

・子どもたちの自分の親を探す姿やキラキラとした積極的な眼差しをみて、私たち

大人もピンと背筋が伸びました。

◯参加したご家族の感想 （抜粋）

・親の職場を見て、子どもが会社や仕事に親しみを持ってくれたように思います。

・以前から私の仕事について質問されていたので、実際に働いている現場を見せる

ことができて、親子ともども嬉しかったです。

・うちに帰ってきてからも「ママの会社は、会社を助ける会社なんでしょう？」と

頂いた会社案内を見ていたり、興味津々の様子でした。

・社長との名刺交換が一番嬉しかったようです。授業参観でも手を挙げない子なのに

普段と違う一面が見れて良かったです。

・今回思いきって参加してみて、とても良かったです。

・子どもたちがオフィスにやってくるだけで、明るく楽しい雰囲気になったのが

良かったです。

・ペンシルウルトラクイズは楽しみながら、社会勉強もできてとても良かったと

思います。
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【社内見学オフィスツアー＆名刺交換会】 

次に、お父さんお母さん、そしてたくさん

の大人たちが仕事をしているフロアーへ

移動です。オフィスの説明を受けながら、

途中クライアントブースや上乃神社、 

スタジオや畳スペースに立ち寄りながら

も、どうしてもお父さんお母さんの働く姿

が気になります。

そして、いよいよ社長に教わった名刺交換

を実際にやってみることに！少し照れな

がらも、練習どおりにきちんと自己紹介と

名刺交換ができました。

【ペンシルのお仕事について】 

社内見学のあとは、執行役員からペンシル

という会社、そしてその仕事についての説

明を受けました。 

ペンシルを大きな病院に例えたり、子ども

たちに人気のユーチューバーを引き合い

に出したりして、ウェブコンサルティング

の仕事をわかりやすく説明してもらいま

した。少しはお父さんお母さんの仕事がわ

かったかな。 

【倉橋社長といっしょ。】

子どもたちがまず最初に出会ったのは 

「シャチョウ」と呼ばれる、偉い人。 

社長の倉橋から一人ずつ名前を呼ばれて

手渡されたのは、ペンシルの社員証と特別

顧問の肩書のついた自分の名前の名刺で

した。 

社長から直々に名刺交換の仕方をならっ

て、ワクワクどきどき嬉しそうです。 
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【ペンシルウルトラクイズ】 

午前中、最後のプログラムはペンシルウル

トラクイズ！ウルトラクイズといえば早

押しアンサーで軽快にピンポン♪

早く押したくて押したくてたまらない様

子の子どもたち。ペンシルにまつわるオモ

シロクイズが出されると、ほとんどの子が

元気よく手を挙げました。

自分のお父さんが問題に使われていたり、

今日一番盛り上がった時間となりました。 

【待ちに待ったランチタイム】 

この時間だけは、お仕事中のお父さんお母

さんも参加して、親子一緒のお昼ごはんで

す。子どもたちは朝から慣れないことばか

りで、緊張していたのか、お腹がぺこぺこ

の様子です。 

今日はじめて会ったお友達もスタッフも

みんなで輪になって楽しそうです。 

子どもたちは朝からのできごとをあれも

これも嬉しそうに報告していました。 

【台湾からの中国語講座】 

次に大きなスクリーンに映し出されたの

は、台湾オフィスの女性スタッフ。 

台湾と福岡をテレビ会議で繋いで、中国語

（台湾語）講座が始まりました。 

初めての海外との直のやりとりに、子ども

たちも目がキラキラと輝いているのがわ

かります。 

そのほかにも台湾のグルメや観光スポッ

トなどを紹介してもらい、遠く離れた外国

ともインターネットを使えば近いことを

感じました。
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【今日学んだことをアウトプット】 

最後のプログラムは、一人ひとりに渡されたペンシル（えんぴつ）型の画用紙に、今日の感想

や思い出を自由に絵にしたり、文章にしたりしてもらいました。それぞれが好きなものを描い

たり、メッセージを書いてくれたり。 

後日、この思い出を繋ぎ合わせて全長 3 メートルもの大きな作品ができあがりました。 

この絵は今もオフィスに飾っています。 
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リコージャパン株式会社 福岡支社（福岡市中央区渡辺通２-1-82-13F）

○⽇ 時 平成２９年８⽉３⽇（⽊）
○参加⼈数 24家族 ⼦ども 34⼈ 福岡事業所で実施
○プログラム 『パパとママの働くところ⾒学会2017』

時 間 内 容

9:00〜9:20 オリエンテーション
9:20〜9:50 名刺交換

10:00〜10:40 リコー製品体験、営業のおしごと体験
10:40〜11:20 紙ダイナソー（描いた絵が恐⻯世界を駆け回るよ♪）
11:30〜12:20 絵⽇記、全員で写真撮影
12:30〜 親⼦で退社（午後年休取得︕）

○⼦どもたちの感想
・緊張したけれど、みんなと名刺交換できて良かった
・⾃分の名刺が貰えたことについてはとても喜んでいました。
・お⺟さんの会社の機械をいろいろ触れて楽しかった。
・皆さんにいろいろ話しかけてもらえてよかった。

○社員の感想
・企画・運営に携わってくださった⽅々全員に感謝の気持ちでいっぱいです。
いい会社だな、と思いました。⼦ども達がフロアに⼊ってきたとき、社員のみなさんの顔が
⼀気に笑顔になり、雰囲気がとても良くなったことが印象的でした。
普段黙々と仕事をしていると笑顔を忘れがちになってしまうので、⾮常に良い取り組みだと感じます。
親⼦共々、参加してよかったです。ありがとうございました︕
・「ママ、仕事しよったね︕」と親が働くところを⾒学することができ、⼦供も嬉しそうにし、
またその話す姿を⾒てこちらも嬉しく思いました。このイベントが継続されればと思います。
今回のイベントに携わられたPGメンバーの皆様、ありがとうございました。
・親が想像している以上に、こどもは親の会社や仕事に関⼼があるのだなぁと感じました。
普段はなかなか⾒せることができない平⽇の実際の仕事⾵景を⾒て、感じることもあったようで、
とても有意義な体験となったようです。
・社員の⼦供同⼠を繋ぐ(仲良くされる）イベントが出来たら職場の連帯感も更に⾼まると思いました。
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名刺交換 緊張〜⽀社⻑と名刺交換︕新⼊社員の⼆⼈が
しっかりお⼿本︕

営業のおしごと体験

☆お客さま訪問︕
欲しいコピー機は⽩⿊︖カラー︖スピードは︖
プロジェクターはどこで使う︖ 明るさは︖

☆こんな質問もしてみた︕
会社経営のコツは︖
会社はどのようにしたら儲かりますか︖

・・・社⻑役 苦笑です。

TV会議ｼｽﾃﾑでお客様と会話︕
ちゃんとアポ取れるかな︖

紙ダイナソー体験

私の描いた恐⻯が
動いてる〜

何⾊の恐⻯にしようかな♪

73


	0 表紙, はじめに, 目次
	1 賛同実施企業・団体一覧 
	2-1 アサヒビール
	2-2 アトル
	2-3 飯田工務店
	2-4 イオンストア九州
	2-5 岩田屋三越
	2-6 NTT西日本
	2-7 エフコープ
	2-8 大高建設
	2-9 九州旅客鉄道
	2-10 九電工
	2-11 コカコーラ･ウエスト
	2-12 コンピュータ教育社
	2-13 西部ガス
	2-14 サン電子
	2-15 正興電機
	2-16 大和リース
	2-17 西日本シティ銀行
	2-17 西日本シティ銀行
	SKM_C654e18050212050

	2-18 西日本鉄道
	2-19 日新産業
	2-19 日新産業
	Sheet1

	子ども参観日報告書（日新産業）写真

	2-20 パナソニック
	2-21 日立製作所
	2-22 富士通
	2-23 福岡市役所
	2-24 隅田保育園
	2-23 富士通
	子ども参観日報告書（隅田保育園・写真）

	2-25 わかな保育園
	2-26 ペンシル
	2-27 内野保育園
	2-28 リコージャパン



