
「い～な」ふくおか子ども参観日 

実施報告書 

（平成 30 年度） 



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 30 年度は，福岡市を含め 21 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，「お父さんがパソコンでたくさんの仕事をしてすごいと思い

ました」「こんなにみんなが協力して仕事をしているんだなと思いました」「将来の仕事につ

いて考えることができました」などの声，また，親や同僚の方からも，「親の仕事やその環

境を子どもに理解してもらえる大変良い機会になりました」「他の職員とも子どもや私生活

の話をすることが増え，コミュニケーションの範囲が広がりました」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 31年 3 月 

福岡市こども未来局
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１.賛同実施企業・団体一覧 
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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 
12 株式会社西日本シティ銀行 博多駅東支店 

2 株式会社岩田屋三越 13 株式会社西日本新聞社 

3 NTT 西日本 福岡支店 14 西日本鉄道株式会社 

4 エフコープ生活協同組合 15 日新産業株式会社 

5 大高建設株式会社 16 パナソニック株式会社 

6 九州旅客鉄道株式会社 17 福岡市役所 

7 株式会社九電工 18 社会福祉法人福笑会 隅田保育園 

8 西部ガス株式会社 19 株式会社ペンシル 

9 株式会社正興電機製作所 20 社会福祉法人やまびこ会 内野保育園 

10 大和リース株式会社 福岡支店 21 リコージャパン株式会社 福岡支社

11 トランスコスモス株式会社
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２.報告書



 

○日  時 平成３０年８月２２日（水） 

○参加人数  １４家族  子ども １７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） 

12:０0～13:00 子ども交流会（名刺交換・昼食） 

13:00～14:30 工場見学・工作 

1４:45～16:30 三ツ矢サイダー水の未来と環境教室 

16:30～17:10 終わりの会 

17:30～ ビール園にて親子懇親会 

○子どもたちの感想

・お父さんの仕事は、難しくて大変だと思いました。

・こんなに大変なお仕事を毎日して、すごいなと思いました。お父さんたち、すごく

すごく 頑張ってて、かっこいいなと思いました。

・お母さんは、仕事をしてるんだな～と尊敬した。頑張ってくれててうれしかった。

・たくさん仕事をしている人と名刺交換したり、職場見学・工場見学・工作や、水の

ことについての話を聞きました。来年はもう来れないけど、たくさん思い出を作る

ことが出来てよかったです。夏休みの思い出になりました。お父さんは、普段から

頑張っているので、感謝したいです。

・今日は、いっぱいお友達と遊べて話せたし、三ツ矢サイダーの講座でも、オレンジ

ジュースをきれいな水にろ過したり、名刺交換も最初は緊張したけど、みんなやさ

しくて楽しかったです。お母さんの伝票のお仕事手伝ったけど、資料を確認してク

リップでとめたり、確認してはんこを押したりしているのや、今日は前の方でみん

なをまとめたりしていて、かっこいいなと思いました。 

・三ツ矢サイダーの講座で、知らなかったことを学べたのでよかったです。工作のク

ジラのティッシュケースが思った以上に上手くできて楽しかったです。仕事をして

いるお母さんを見て、こんなことやってるんだな、すごいなと思いました。

○社員の感想

・いつもと違った体験を親子ですることでコミュニケーションの幅が格段に上がった

ように感じる。仕事の大変さも若干ながら感じ取ってくれたようです。 

・子供達が飽きないように、いろいろと工夫している内容であったと感じました。名

刺交換・お仕事探検・テレビ会議・工場見学・三ツ矢と水の勉強など今回参加させて

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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頂き子供が大変喜んでいました。来年も参加したいと言ってました。仕事中心の生活

の中で、今回を機に家族の理解が増えました。 

・今回は、机の横に座らせて１５分程度仕事している様子を見てもらって、簡単なお

手伝いを頼みました（書類を並べてクリップで留める）それでも、かなり印象深かっ

たようです。仕事をしている姿を見たからか、毎日頑張ってくれてるから家では、し

っかり家事のお手伝いをする！とはりきっていました。 

・後のアンケートで「働いている姿をみてどう思ったか」という問いに対して、「まじ

めだった」と書いているのを見て、普段見せていない一面を見せることができて良か

ったです。 

・いつもは、私から学校のことを聞くだけですが、今回、子供から仕事のことを聞か

れ、私と子供の会話が増えました。 

・常のビール工場見学では伝わりにくい、製造現場のにおいや音を五感で感じ取って

いました。（タンク下のにおい、装製列の音等）また、名刺交換をする事で、自分をア

ピールする前向きな姿勢に変わった気がします。 

★九州統括本部：職場見学・お仕事体験

お父さんの職場   名刺交換 職場見学 

★博多工場：午前中 職場見学等

職場見学  名刺交換 お仕事体験 
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★アサヒ飲料：職場見学・お仕事紹介

 名刺交換   お仕事体験 

★午後からは博多工場に集合して実施

工場見学    三ツ矢サイダー水の未来と環境教室   親子懇親会 
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○日  時 平成３０年 8 月 1 日（水） 

○参加人数  5 家族  子ども 9 人 

岩田屋本店・福岡三越・今泉ビルで実施 

○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」「レジ打ち体験」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

・名刺を作ってもらってうれしかった。

・レジがうまく打てて楽しかった。

・お母さんの売り場に行ったとき、お母さんが緊張していて不思議に思った。

・お客さまに挨拶をしたり、商品をお渡ししたりしてがんばった。

・いろいろなお手伝いが出来ておもしろかった。

・お母さんの会社の人たちと名刺交換をたくさんしてうれしかった。

○社員の感想（同僚や上司など）

・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。

・非常に元気があったので、微笑ましく感じる。

・同僚の親としての顔を垣間見ることが出来た。

・子ども同士も仲良くなって良いことだと思う。

○参加したご家族様の感想

・子どもが喜んでいたので参加してよかった。

・夏休みの思い出が一つできたので助かった。

株式会社岩田屋三越 （福岡市中央区天神 2-5-35） 
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【大人気企画 レジ打ち体験】 

普段は触ることが出来ない本物の使ったレジ

打ち体験です。自分の順番を待ちきれず、お友達

が打っている横から熱心な指導？が入ります。 

レシートが出てきたら大喜び。数百万円を打ち

込んだレシートを自慢しあいます。 

【職場体験 プレゼント包装】 

お母さんの職場に行って、プレゼン

ト包装のお手伝いをしました。練習の

成果もあって上手に包めました。

【はじめの挨拶】 

最初のプログラムはみんなで向き合って

ご挨拶の練習です。最初は恥ずかしいけど、

全員大きく元気な声と笑顔でしっかりご挨

拶ができました。 

【名刺交換】 【集合写真】 
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○日  時 平成３０年 8 月 8 日（水）～10 日（金） 

○参加人数  51 家族  子ども 80 人  4 ビルで実施 

○プログラム（新博多ビル参加者 A 班の場合）

時 間 内 容 

9：15～9：45 ・オリエンテーション

・開講式

・写真撮影

9：45～10：55 職場体験（名刺交換、コピー等） 

10：55～11：50 「とう道※」設備見学 ※とう道：通信回線用の地下トンネル 

11：50～13：00 昼食 

13：00～13：15 閉講式 

○子どもたちの感想

・コピーや名刺交換が楽しかったです。そして名刺交換をした時に笑顔で交換してく

れたので良かった。とう道見学のときにたくさんのケーブルがあってケーブルの種

類が２つあるという事が分かって良かったです。

・地下トンネルがちょっと怖かったです。またファミリーデーに来たいです。

・お父さんが働いている仕事について少し理解する事が出来ました。

・自分のお母さんが、どんな仕事をしているかが沢山分かった。

・去年も来て楽しかったので今日も来ました来年も来たいです。一般の人が入いれな

いので入れてうれしかったです。いろんな経験が出来ていいと思います。

・とても楽しかったです。名刺交換もして、ご飯も美味しかったです。

・パパの仕事や役割とかが分かったからコピーや電話が楽しかった。

○社員の感想（同僚や上司など）

・また来年楽しみにしています。

・子供に職場で触れ合える機会を与えていただきありがとうございます。

・子供も毎年、他の社員のお子さんと会うのを楽しみにしています。

・職場体験は名刺交換くらい短い時間でも良いかもです。体験型の仕組み等があると、

家族間交流にもなると思いました。 

・食事券は良かったしデザートとスイカが付いていたのが嬉しかった。カレーが大人

の味だった、小学生には少し辛かった。

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）開催趣旨

NTT 西日本 福岡支店では、8 月 8 日（水）～8 月 10 日（金）の間、「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、

ワークライフバランスの推進を図る観点から、ファミリーデー（子ども参観日）を開

催しました。今回で１０回目の開催となります。 

昨年と同様、新博多ビル・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４ビルを対象に開催し、過去最多となる１３１名（社員５

１名、お子様８０名）の参加がありました。 

当日は、開講式オリエンテーション、それぞれの社員の職場で上長との名刺交換な

どの職場体験、昨年のアンケートで要望の多かった「とう道」設備見学を新たに加え

実施し、社員食堂で昼食を一緒にとった後、閉講式を行いました。 

 参加したお子様たちは、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お子様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。 

天神ビル：記念写真 

10 名の子ども達が集まりました。 

新博多ビル・博多ビル：記念撮影 

53 名の子ども達が集まりました。 

博多 DOIMACHI ビル：記念撮影 

17 名の子ども達が集まりました。 
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名刺交換 

お父さんの職場で名刺交換。 

緊張したかな。 

「とう道」設備見学 

これからお父さんの会社の設備の見学に

行きます。 

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。 
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2018年 10月 4日（木） 

人事部人財開発課 山﨑 征平 

■ 企業名 エフコープ生活協同組合

■ 開催日 2018年 7月 23日（月）～ 8月 10日（金） ※ 事業所によって開催日が異なります

■ 参加者 38家族（子ども 42名） ■ 事業所 20事業所（支所 9、店舗 3、福祉 1、本部 7）

【 プログラム 】 

【 はじめに 】

エフコープでは、｢次世代育成支援｣として掲げているワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）推進の一

環として、スタッフの家族を対象とした職場参観（職場体験含む）を｢ファミリーデイ｣として 2011 年より開催し、 

今年で 8回目の開催となりました。エフコープ、子会社、コープ九州事業連合のスタッフみなさんのご協力により、

子ども達にたくさんの笑顔をお届けすることができました。 

 昨年は 34家族 38人（子会社等含めると 41家族 47人）、今年は 38家族 42人（子会社等含める

と 46 家族 50 人）の参加となり、過去最高の参加者となりました。昨年までは、エフコープの開催事業所を支

所、店舗、本部に限定していましたが、今年から多くの方にご参加いただけるように｢エフコープに勤務するスタッフ

の子ども｣という形で対象を広げ、介護サービス春日ふれあいの福祉事業所で新たに開催することができました。

今回の経験をきっかけに子ども達の更なる成長を願っています。 

支所 店舗 

8:30-8:40 
オリエンテーション

朝礼、自己紹介、名刺交換 
9:00-9:30 

オリエンテーション

朝礼、自己紹介、名刺交換 

8:40-12:00 配達同乗 9:30-10:30 挨拶研修、レジ体験 

12:00-13:00 昼食 10:30-11:00 各部門での作業体験 

13:00-17:00 

配達同乗 

修了証書授与 

感想文記入 

11:00-12:00 

品出し 

試食の店内放送 

修了証書授与、感想文記入 

福祉 本部 

8:30-8:40 
オリエンテーション

朝礼、自己紹介、名刺交換 9:00-9:40 
オリエンテーション

朝礼、自己紹介、名刺交換練習 

8:40-12:00 
利用者と交流 

レクリエーション 9:40-11:20 施設内見学、体験、試食 

12:00-13:00 昼食 11:20-12:20 職場体験、名刺交換 

13:00-16:00 

利用者と交流 

レクリエーション

修了証書授与、感想文記入 

12:20-13:00 

修了証書授与 

記念撮影、（あっぷるちゃん） 

感想文記入 

『 ファミリーデイ 』 開催報告書 
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支所 

お父さん・お母さんのトラックへの同乗や商品の品だし、レジ打ち、加工食品の

パック詰め、店内放送など様々な職場体験を行いました！！ 

お母さんと配達へ出発～！！ 

みんなの前での自己紹介は緊張しました～ 

初めは緊張したけど、みんなが優しくしてくれたの

で、楽しくお仕事ができました♪ 

お父さん、お母さんのお仕事の大変さを知って、

もっとお手伝いを頑張ろうと思いました！！ 

店舗 

レジ打ち、加工食品のパック詰めをしました～

福祉 本部 
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● いちばん心に残ったこと

・ 『ありがとう』とたくさんの方から言われたことです。

・ インク・アンド・ペーパーで、商品（食品）をおいしく見せるためにいろいろな撮り方で工夫していたこと。

・ 私が行った時、おじいちゃん、おばあちゃんが喜んで笑顔になったこと。

・ 疲れたけど、途中からお仕事が楽しくなりました。

・ ミンチを作ることやハンバーグをこねて商品を作ったこと。

● エフコープのことやお仕事をして感じたこと

・ きつかったけど、ママが頑張っているところを見てとっても元気になりました。

・ お仕事をすることは大変だけど、『ありがとう』と言われると嬉しかったです。

・ 商品カタログをつくることの大変さが分かりました。とても賑やかで楽しそうだった。

・ おじいさんやおばあさんの身長に合わせて仕事をやっていてすごいと感じた。

● お父さん・お母さんへのメッセージ

・ 組合員から『ニュース見ています』と言われているはずだから、これからも毎週頑張って書いてね。

・ 僕はすぐばてたのに、お母さんはばてずにハキハキ動いているのでとってもすごいと思いました。

・ 今日一緒にお仕事をしてみて、働いてお給料をもらうことは簡単じゃないんだと思いました。

・ お母さん、いつも大変だけど僕のお世話をしてくれてありがとう。これからもお肉を切って頑張ってね。

● 参加された子どもさんの様子

・ 初めは声が小さかったですが、組合員からの『ありがとう』や、お弁当を持ってきてもらえることのありがたさを

お話いただけるうちに、子どもの表情が真剣そのものに変わっていきました。

・ ここの所、反抗的な娘が擦り寄ってきて、他の方とも素直に話しているのが見られて和みました。久しぶりに

2人きりの時間ができ、いろいろと話せました。

・ 最初はとても緊張して恥ずかしそうでしたが、配達に出ると自ら気付いての行動や組合員さんに挨拶して

会話をするなど、普段見ることのできない姿を見ることができました。

● 『ファミリーデイ』前後で子どもさんとお話されたこと

・ 具体的な仕事内容が分かり、『どんなことをしているの？』から『こういうことしている？』と変わってきました。

・ 前日までに『どうしたらいいの？』とすごく不安そうにしていました。終わってみると、とても楽しかったようで、商

品を丁寧に渡せたことやたくさんの職員達と名刺交換できたこと、準備や片付けのお手伝いしたことをうれ

しそうに話してくれました。

・ 仕事で疲れて家に帰ってからの家事、食事の準備、片付け、洗濯物を毎日行っていて、私が『手伝ってと

言っている気持ちが少し分かったような気がする』と話してくれました。

子どもの感想 

スタッフの感想

【 参加された子どもの作文 】 
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株式会社大高工務店 （福岡市東区土井２丁目 2-22）

○ 日 時  平成 30 年８月 24 日（金）8：30～13：00 

○ 参加人数  1 家族  子ども １人 

大高工務店へ！ようこそ！！ 

≪一日のながれ≫ 

8：30  お父さんと出社 ～ ラジオ体操 

  9：00  事務所でコピー 

  10：00  現場へ移動 

  11：00  名刺交換・見学 

12：00  お父さんと食事 

13：00  帰宅 

「お父さんは毎日どういうお仕事を 

しているのかな？」 

今日はお父さんの仕事場で 

いろいろなことを体験してくださいね 

どうぞよろしくお願いします 
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○ 子ども参観スタート！ ○

仕事前のラジオ体操 
社長さんとお父さんと一緒に イチ・ニ・サン・シ (^o^)丿 

コピー機に原稿をセット どのボタンを押すのかな？ 

トントン！と紙を揃えて まっすぐに置きました

ぼくはコピーをして、紙をまっすぐにするしごとをしました。 

紙をいれるところが５つにわかれていることと、 

どこをおせばいいのかを教えてもらいました。 

家のコピーより大きくて、ボタンがたくさんあったのでむずかしかったです。 
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粕屋町の現場を見学 

  名刺交換でご挨拶です 安全第一「周囲ヨシ！！」 

《感  想》 

○ 子どもに自分の職場を見せる機会はまずないので、この度の参観は

とても有意義でよい経験となりました。 

仕事に興味を持ってくれて、子どもから「また手伝いたい」と言われました。 

嬉しいですね。 

こうじげんばには、見たことない車があって、 

おとうさんが、『こうしょさぎょう車』と教えてくれました。 

名刺もわたせました。 
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○日  時 2018 年 8 月 3 日（金） 

○参加人数  １７家族 子ども １９人 

本社および市内事業部で実施 

○プログラム

時 間 内 容 

9:00 ～ 9:20 朝礼「朝の会」 

9:20 ～ 16:20 

（ 12:30～13:30 

現場視察・会議参加・デスクワークのお手伝い 

昼食・休憩 ） 

16:20 ～ 16:30 終礼 

16:30 ～ 帰宅 

職場体験をとおして、将来働くヒントをみつけ 

お父さんお母さんへの尊重・感謝の気持ちが込みあがってきたようでした。 

周りの社員も社内の雰囲気が温かくなったと喜んでいました。 

■□■□ 家族紹介・子どもたちの感想 □■□■

九州旅客鉄道株式会社 （ 福岡市博多区博多駅前３－２５－２１ ） 

仕事は、自分が思っていたより 3倍ぐらい大

変でした。「ありがとう」と言われたとき、少し

でも役に立ててよかったなぁと思いました。 

はじめてお父さんの職場に行って働いてい

るところをみたけど、いろんな仕事を学ぶこ

とができてよかったです。 

ぼくの夢は、放射線の医者です。この体験

を通して世の中にはおもしろそうな仕事が

たくさんあるなぁと思いました。 

（左）将来私もお客さまが笑顔で JR 九州を

つかって旅をしてもらえるために働きたいと

思いました。 （中央）お父さんが働く姿が見

れてかっこいいなと思いました。 

お父さんは会社と家で違うところが 2 つあり

ました。気配りな所と会社の人と仲良く親し

く仕事をしている所です。 

いろいろな人と仲が良いお父さん、仕事を

一生けん命がんばるお父さん。「ありがと

う、お仕事がんばってね。」 

みんなやさしい人たちばかりで、本当にあ

んしんして、お父さんのお仕事が手伝えた

のでよかったです。 

列車が安全に動くだけでなくて、多くのお客

さまが快適に乗れるのはみなさんが毎日仕

事をしてくれるからだと思います。 

（右）私も将来、人々の役に立つ仕事をし

て、自分や家族の生活を支えたいです。 

（左）あいさつは自分の顔と名前を覚えても

らうために大切だと知りました。 
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インスタグラムボードのかざりつけをした

り、ドラえもんミーティングで未来にあったら

いいなと思うものを考えて発表しました。

税金について教えてもらいました。列車だ

けのイメージがありましたが、まちづくりもし

ているんだなと思いました。 

あいさつがとても大事だと思ったのでこれか

ら心がけたいです。どこに行っても工夫があ

ってすごいなぁと思いました。 

よかモン市場の 1 日室長になって、駅はき

れいじゃないとお客さまは来ないとぼくは思

う。そうじは一番大切で大事な仕事だと思い

ました。 

頼まれたパソコンの打ちこみを喜んで受け

ました。マンションの建設現場に行き、階段

が不安定で少しこわかったです。 

司法書士の先生のところに行ったり法務局

に行って書類をもらいました。お父さんがこ

んな仕事をしていたなんて思っていません

でした。 

会社は楽しいところだけでなく、自分たちの

それぞれの役わりや使命を持ってはたらい

ているのだと感じました。 

制服を着て折尾駅のトンネルに行きまし

た。トンネルの上にはたくさんの家が建って

いてびっくりしました。 
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○日  時 平成３０年８月１日（水） 

○参加人数  １２家族 子ども 1６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

・お母さんの仕事場の人とお話をしたり、名刺交換したり、楽しかった。

・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。

・高所作業車に乗れて、嬉しかった。

・パソコンで細かい図面を書いたりしていて、大変な仕事なんだなと思った。

・お仕事を頑張っているお父さん、お母さんはかっこいいと思った。

○社員の感想（同僚や上司など）

・どんな人とどんな仕事をしているのか理解してもらえてよかった。

・普段、子どもに仕事の内容を説明する機会もなかったが、今回この参観日を通して

仕事の話をすることができてよかったと思う。

・楽しみながら自分の親が働いている職場を感じることが出来たようなので良かった。 

・夏休みの思い出になる良い取り組みだと思う。

株式会社 九電工 （福岡市南区那の川 1-23-35） 
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高所作業車の乗車体験や、

配水管の仕組みや体験の他、

電気が点く仕組みを実際に

教えてもらいました。

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 ２０１８年８月３日（金） 

○参加人数  １１家族 子ども １７人  

○プログラム

時 間 内 容 

09：00～12：00 

親の職場体験 

・名刺交換

・お父さん、お母さんのお仕事体験

13：30～1６：０0 

供給指令センター 

【体験①】液体窒素 

【体験②】緊急車両に乗ってみよう 

【体験③】ガス管で万華鏡を作ろう 

1６：０0～16：30 感想文作成 

16：30～ 親子で退社 

○子どもたちの感想

 名刺交換では、目上の方との交流で緊張したけれど、家でお父さんから教わった

通りにやって、自分が誰なのかもしっかり伝えることが出来ました。

 お父さんの会社の人は、みんな優しくて、楽しそうでした。

 お父さんの仕事をさせてもらったけど、やはり難しかったし頭が混乱しました。

それをいつもやっているお父さんは、とてもすごいと思いました。

 家とは違ってとてもまじめでビックリしました。

 ガスなので「熱い」イメージがあるけど、船で運ぶ時は、天然ガスを、マイナス

162度まで冷たくしていることを知りました。

 指令室には大きなテレビが沢山あって、机の上にはパソコンがいくつもありまし

た。みんながいろんな機械を使って安全を守っていました。

 普段知れないガスの秘密をいっぱい知れました。これからはガスを大切にしてい

きたいと思いました。

 今日一日とても楽しかったけど疲れました。お母さんは、毎日これよりキツイこ

とをしているんだなと分かったので、家で沢山お手伝いをしようと思いました。 

 毎日暑いけど、お仕事頑張ってください。今日はいい思い出が作れました。

西部ガス株式会社 （ 福岡市博多区千代 1-17-1）
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○社員の感想

 事前に、名刺や名札をいただいたので、子どもの気持ちが盛り上がっていました。 

 職場の皆さんが全面的に協力してくださり、施設見学や様々な業務を体験させる

ことができ、充実した時間になった。

 補助的な仕事だけではなく、打合せに参加したり、決裁書の修正やその説明、金

額チェックなど、実際の仕事も経験させることができ、働くことの醸成につなが

ったと思う。

 低学年なので、長い時間は集中力が持たないと思っていましたが、子供にわかり

やすく面白い工夫がしてあって、飽きることなくやりきることが出来ました。

 ワークライフバランスを考える機会になりました。

 子どもたちが職場に来ることで、職場のメンバーも、自身のワークライフバラン

スの大切さを実感してもらえたらと思いました。

 私の親は自営業なので、親が仕事をする姿を私はいつも見ていましたが、娘達は

見たことがありませんでした。会社の今回の取り組みにより、私の仕事姿を見せ

ることができ、ありがたかったです。

よ 

23



24



正興電機製作所では 8 月に『正興ファミリーデー』を行いました。 

『正興ファミリーデー』は従業員の家族の職場訪問を受け入れ、日々従業員を支えくれる家

族に職場に対する理解を深めてもらうとともに日頃の感謝の気持ちを示すイベントです。子

供たちが普段見ることが出来ないお父さん、お母さんの働く姿や職場を見ることで仕事への

理解を深め、各社グループの事を知っていただくよい機会になったと思います。 

○実施日時  平成 30 年 8 月 3 日（金）１３：００～１７：５０ 

○場  所    古賀事業所（古賀市天神３丁目２０番１号 

○参加人数  26 名（19 家族）【子ども：26 名】 

○プログラム

時 間 内 容 

１３：００～ オリエンテーション

名刺・名札づくり

自己紹介

１４：００～ 電気・電子制御体験 

１６：１０～ 古賀事業所（職場）見学 

名刺交換 

１７：３０～ 記念撮影 

○子どもたちの感想

・工作が楽しかった。

・夏休みの自由研究が出来た。

・お父さん、お母さんの職場が見れてよかった。

・また来年も来たい。

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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名刺・名札づくりをして 

  自己紹介しました★  ↓→ 

電気制御の実験に 

興味味深々！ ↓ 
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お父さん、お母さんの上司と 

  名刺交換♪←↓ 

  最後はみんなで記念写真 ↓ 
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○日時 平成３０年８月３日（金）

○参加人数 １２家族、子ども１９名

○プログラム

時間

14:00

14:10

14:15

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

○子ども達の感想

・名刺づくりが楽しかった。

・ヘルメットづくりが楽しかった。

・パソコンを入力しての絵本づくりが楽しかった。

・お父さんお母さんの働くところを見れて嬉しかった。

○社員の感想（同僚や上司など）

・オリジナルのヘルメットを家で家族に嬉しそうに見せていました。

・スタッフの方が明るく迅速に対応してくれて良かった。

・お土産と写真が良い記念になった。

名刺作成・交換

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)

内容

オリエンテーション（挨拶・自己紹介）

開会式、谷本支社長挨拶

会社クイズ・お父さんお母さんからのビデオレター

モザイクアートづくり

オリジナルヘルメットづくり

ＣＡＤ体験で絵本づくり

修了証授与式

親子で定時退社

・親からのメッセージが映し出された際に、子ども達が嬉しそうに見ている姿が印象に残った。
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大和リース株式会社 福岡支社では、

今年で８回目の開催となりました。

最初はみんな緊張していましたが、

大きな声で自己紹介ができました。

開会式では谷本支社長より

ご挨拶を頂きました。

ビデオレターでは、お父さん

を見て、子どもたちは嬉しそうでした。

みんな夢中になってキャップを

貼り付けていき、大きなロゴの

「エンドレスハート」が

あっという間にできました。

お母さんからのメッセージ
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パソコンを使って、ＣＡＤを体験しました。

図形を上手に動かして、絵本を作りました！！

自分だけの

ヘルメットが

上手に作れました。
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2 © transcosmos inc. Confidential 

「い～なふくおか・子ども参観日」開催しました！！ 

時間帯 項目 

13：30～13：35 開始挨拶、関係者自己紹介 

13：35～13：40 本日のプログラム紹介 

13：40～13：45 トランスコスモス会社概要紹介

13：50～14：00 センター見学（7F業務フロア、7F休憩室、トイレ）

14：05～14：10 「い～な・ふくおか」の目的と目標 

14：10～14：55 業務体験-1（電話・チャット） 

14：55～15：25 おやつタイムでブレイク 

15：25～16：45 業務体験-2（電話・チャット） 

16：45～16：55 表彰（認定書授与） 

16：55～17：00 終了挨拶 

17：00～17：05 全員で写真撮影 

17：05 閉会 

○会 社 名：トランスコスモス株式会社
  福岡市中央区天神1-13-6 西鉄天神ビル 

○日  時 ：平成３０年8月18日（土）13：30-17：05 

○参加人数 ：４家族  子ども7名
スタッフ9名

○参加事業所：４事業所

プログラム 
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3 © transcosmos inc. Confidential 

「い～なふくおか・子ども参観日」開催しました！！ 

8/18（土）13：00-17：00 トランスコスモス天神センターにて、福岡市主催の「い～な ふくおか」イベントに参画し、 

職場体験セミナーを開催しました。トランスコスモスで働くママ・パパたちのお仕事風景をみたり、コールやチャットの対応を 

こどもたちに実際に体験してもらいました。お仕事の楽しさを知ってもらう機会となり、笑顔あふれる職場体験となりました。 

オペレーターに初挑戦！

めちゃくちゃ 
楽しかったです！！と 
みんな言ってくれました 

認定証受領!!! 

チャットも体験！

オトナ顔負け・・？

こんなにもイイ顔して 
対応できるんです！！ 
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○日  時 平成３０年 8 月 21 日（火） 

○参加人数  ４家族  子ども ９人 

○プログラム

時 間 内 容 

8 時１５分 親子で出勤 

８時３０分 朝礼参加、自己紹介 

9 時００分 開店の声かけ 

９時１５分 銀行内見学（ロビー、金庫、ＡＴＭ）、職場体験 

10 時００分 札勘体験、金融クイズ 

教材を使った講義｢お金の役割、銀行の仕組み｣ 

１１時３０分 すごろくゲーム、金融カルタ 

１２時００分 親子で昼食 

１３時００分 感想文記入、写真撮影、解散 

○子どもたちの感想

・ＡＴＭの裏側を見て楽しかった。

・カルタ、すごろくをして楽しかった。

・金庫には大きな扉があった、何重にも鍵がかかっていてびっくりした。

・お金がたくさんあってびっくりした。

（お父さん、お母さんへ） 

・パソコンを使って大変そうで、すごいと思った。

・すばやく接客していてかっこよかった。

・いつもお仕事がんばってくれてありがとう。

・家事と仕事を両立していて、とっても尊敬しています。

○社員の感想（同僚や上司など）

・ 仕事をしている姿を子供たちに見せる機会はほとんどないので、お互いに良い経

験ができた。

・ 家に帰って模擬紙幣を使った札勘定の練習をしたりして、仕事に興味を持ったよ

うだ。

・ お客様へのお茶だし体験で、仕事のお手伝いができたことが、素直にうれしかっ

たようだ。

西日本シティ銀行 六本松支店 （ 福岡市中央区草香江 2-2-3） 
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  ｢札勘体験｣ なかなかうまく数えられないなぁ 

  ｢すごろくゲーム｣ 誰が最初にゴールできるかな 

 一日ご苦労さまでした！ 
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○日  時  平成３０年 7 月 27 日（金） 

○参加人数  12 家族 子ども 15 人 

○プログラム

時間 内容
9:30 集合・受付【１０階１号】

オリエンテーション
DVDの視聴

10:20 社長室（社長と名刺交換、インタビュー）

11:00 親子で職場体験（各職場で、親子で一緒に過ごして頂きます）

ランチ（親子で食事をして頂きます）

13:30 集合（10階1号会議室）

14:00 出発（マイクロバスで移動）
15:00 福岡ソフトバンクホークスの取材現場の見学

（ヤフオクドーム）

16:30 本社着
まとめ・感想文

17:30 お迎え（～１８：００）

西日本新聞社 （ 福岡市中央区天神１丁目 4-1） 
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○日 時 平成 30 年 8 月 3 日（金） 

○参加人数 11 家族  子ども 14 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。

・お母さんの会社の人たちが優しくしてくれて楽しかった。

○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。

・職場の雰囲気がいつも以上に明るくなり、楽しい 1 日でした。

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～

鉄道事業本部  

西鉄福岡（天神）駅 

～職場見学～

都市開発事業本部 福岡ビル

～職場見学～

自動車事業本部 

西鉄天神高速バスターミナル 

～職場見学～

住宅事業本部 アイランドシティ
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（福岡市博多区月隈二丁目４番２号）

○日　　時 平成３０年 ８月 ３日（金）

○参加人数 ３家族  子ども６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・事務所）

１５：５０～ 現場見学（近郊のダム）

１６：３０～ 名刺作り、名刺交換会

１７：００ 修了・解散

○子どもたちの感想

・工場見学や、ダムに行ったり、名刺作りをしたのが楽しかった。

・工場には色々な大きな機械があって、硬い鉄を曲げたり、溶接でくっつけたりする

のがすごいなと思いました。

・お母さんはこんな仕事をしているんだと思ってびっくりしました。

・自分で自分の名刺を作って他の人と名刺を交換するのが楽しかったです。

・父の会社は、川や水路の水門を作ったりすると知りました。父の会社の人達は、水を活用

する施設を作るのに日々がんばっているんだなと知りました。

・前はお父さんの職業を聞かれたとき「うーん、何かを作ったり？」と曖昧な答えになって、

自分でも何だろう？と思っていましたが、これからは、鉄やステンレスで色んな水門を

作っているんだよと言えます。

・ダムに行ったとき、「ダムって作るのにお金と時間がどのくらいかかるの？」とか、「ダム

って決壊したりするの？」とかの質問にもわかりやすく答えてくれて勉強になりました。

・自分で自分の名刺を作って楽しかったです。

○社員の感想

・工場内を見学しているとき、子供達が色々な機械に興味をもって楽しそうにしていたので

よかったなと思いました。

・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。

・ダムを見学に行って、ダムの大きさやダムの深さに子供達が興味深々で、普段よりテン

ションが高かったのが印象的でした。

・名刺作りで子供達がオリジナルの自分の名刺を作るのに一生懸命で熱中している姿が楽し

そうで、こういう機会があって良かったと思います。

時　　間 内　容

日新産業　株式会社

40



【オリエンテーション】

【施設見学（工場）】

【現場見学】

オリエンテーションでは、社長挨拶、

参加者の自己紹介を行った後、なぜ

水門が必要なのか、どうやって水門

を作っているのかなどの説明を受け

ました。

お父さんや、お母さんは日頃どんな

仕事をしているのか教えてもらいま

した。

工場では、水門の材料である鉄やステンレスがどんなものか、どうやって作られて

いくかの説明を受けました。鉄を曲げる大きな機械を見て驚いていました。

近くのダムに水門を見に行きました。

ダムの大きさや深さに「すごいなぁ」と感心しました。
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【名刺交換会）】

【名刺作り）】

自分で作った名刺を交換しました。初めての名刺交換でどきどきしました。

最後に

参加者全員

で、集合写

真を撮影し

ました。

事務所で、自分達のオリジナルの名刺を作成しました。

みんな真剣にパソコンに向かっています。
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○日  時 平成３０年８月１日（水） 

○参加人数  36 家族  子ども 51 人 

（その他、佐賀事業所で 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

・僕がパナソニックに就職したらお父さんの意志を継いで次の世代の人達に繋ぎたい。

・今日は、いい経験になりました僕が会社員になってもっとエコな商品を開発します。

・一つの製品をつくるのにお父さん以外に沢山の人が関わっている事がわかりました。

・パパが作っている製品がわかりました。来年も来たいです。

・お母さんのパソコンに名前を入れました、楽しかった、来年も又、来ます。

・お父さんとお母さんの仕事が見れて嬉しかった。

・お父さんがいろいろな物を作っていて、凄いなと思いました。

・今日は見学やいろんな事をして勉強になった。

・来年、妹が小 3 年生なので、一緒に来たいです。

○社員の感想（同僚や上司など）

・子供は勿論、私たち両親にとっても大変貴重な思い出となりました。

・親の職場ということもあり、学校の社会科見学より親近感をもって話が

聞けていたようでした。

・子ども参観日に参加できて楽しかったと言っており、夏休みの良い思い出を作る事が

できました。

・パナソニック製品にも興味をもち、家に帰ってパナソニック製品を探していました。

二人の子供にい良い経験をさせる事が出来、非常にありがたく思います。

・親の職場を見る事が出来、帰宅後も「とても楽しかった」と話していました。

今回、親が仕事している姿を見せる事が出来、大変貴重な体験をさせて頂きました。

パナソニック株式会社 （福岡市博多区美野島） 

43



【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

済ませて、子ども参観日に全員集合。 

今日一日を楽しく過ごすための約束

事やスケジュールの説明です。 

【ものづくり体験】 

ものづくり体験として、ペット 

ボトルのエコライトの組み立てに 

挑戦です。 

みんな、上手に組み立てて 

完了しました。 

【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 

聞いています。 
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【社内見学/ラボルーム】 

会社の歴史や製品についての説明を

聞いて、お父さんやお母さんが働い

ている会社の事を勉強しています。 

【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。 

監視カメラについて説明を 

聞いています。 

【感想文/】 

今日一日、子ども参観日で感じた事

や思った事の感想文を作成中です。 

最後にみんなで記念撮影をして 

お父さん、お母さんと一緒に帰宅。
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○日 時  平成 30 年８月１日（水） 

○参 加 者  ７５家族 子ども９７人 

福岡市役所本庁舎，博多区役所，中央区役所，南区役所，城南区役所， 

早良区役所，西区役所，消防局，水道局，交通局，博物館 で実施 

○プログラム（本庁舎）

時 間 内 容 

15:30～15:50 
オリエンテーション，こども未来局長挨拶，

こども未来局長と名刺交換，記念撮影 

15:50～16:30 施設見学（議場，庁議室，防災対策室） 

16:30～ 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

・いろんな人と名刺交換をして楽しかった。

・毎日一生懸命仕事をしているんだなと思った。

・いろんな部屋があってすごいと思った。

○社員の感想（同僚や上司の感想）

・帰宅後も自分が体験したことを姉と話すなど，仕事について考えるだけでなく，

家族のコミュニケーションにとっても貴重な体験になったと感じた。

・今回の経験を通じて，お子さん達の社会の仕組みへの興味や仕事の大切さの理解が

深まってほしいと考えている。

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。 

局長室で懇談 

局長，お父さん，お母さん 

たちと一緒に，お仕事の話を

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３０年８月６日（月）

〇参加人数  ４家族 子ども ６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

・「楽しかった～」

・「楽しかった…けど…疲れました。」

〇社員の感想

・子どもが言ってくれる「ママ、お仕事頑張ってね！」の言葉が、

今までより深くなったと思いました。
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平成３０年８月６日 

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。 

お土産渡し じゃんけん列車

で大盛り上がり

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！！ 

沢山お手伝いし

てくれました。 

絵本の読み聞かせと

折り紙をプレゼント。 

可愛いエプロン持参

で来てくれました。 

一緒に第 2 隅田保育園まで

おやつを運びました。 
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○日  時 平成 30 年 8 月 2 日（木曜日）晴れ 9 時半〜 

○参加人数  7 家族 子ども 10 人 福岡本社、東京オフィスをテレビ会議で 

接続して同時開催（2 事業所） 

○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 

9:31〜9:45 自己紹介 

9:45〜10:05 ペンシルの仕事についてお勉強 

10:05〜10:30 社内見学オフィスツアー 

スタジオで遊ぼう！

10:30〜10:45 倉橋社長といっしょ 

・ 社員証と名刺の贈呈式

・ 名刺交換の仕方を習う

10:45〜11:05 名刺交換ゲーム（宝の地図を持って冒険だ！） 

11:05〜11:35 紙アプリでカーレース！ 

11:35〜12:05 お父さんお母さんとランチ 

12:05〜12:25 絵日記コーナー 

12:25〜12:30 表彰式とお父さんお母さんにメッセージ 

12:30〜12:35 終わりのことば・みんなで撮影タイム 

○ 子どもたちの感想

・ 最初は緊張したけど、会社の人が優しくて、パパもいたから楽しくなった

・ カーレースが一番楽しかったです！名刺交換も楽しかった

・ ペンシルスタジオで、魚と一緒に写真を撮れたのがすごかった！

・ 大きくなったらペンシルで働いてみたい！

・ 名刺交換ゲームは難しかったけど、自分だけの名刺がもらえてとても嬉しかった

・ 来年も絶対行くから、ママ絶対会社辞めないでね

・ 名刺交換で一番になれて嬉しかった！

・ 会社に動物がたくさんいて楽しかった！

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）

・ 緊張しながらも、ちゃんと自分の名前を言って名刺を渡してくれて可愛かったです

・ 去年も名刺交換をさせてもらったので、今年も密かに期待していました

・ 名刺に書いてあるひとり一人のコメントが可愛くて癒やされました

・ 社内が賑やかになって、雰囲気が和らぎました

・ 「娘がキッズデイで作ったメッセージカードを渡したくて起きて待っているらし

いから、今日は早く帰る」と言う上司がいて、和みました

・ お子さんとの名刺交換はほっこりできてよかったです

・ ドキドキしながら社内を歩く子どもたちを見て、新鮮な気持ちになりました

お父さんお母さんの働いている姿を見て、子どもたちが「格好いい！」と思える

ような会社でいられるように、正しい仕事をしていきたいなと感じました

◯参加したご家族の感想

・ 子どもに自分の働いている会社を知ってもらえる機会があって、とても嬉しいです

・ 娘は楽しかったことをずっと言っており、家でも同じ車の絵を描いていました

・ 最後に子どもからメッセージをもらったときは、うるっときてしまいました

・ 自分の描いた絵の車が走っていたことがとても衝撃だったようです

・ 去年も参加しましたが、今年も楽しかったようで、来年も行く気満々です

・ 協力会社さんに来てもらって車のレースをしたのは大がかりでびっくりしました

・ 名刺やプレゼントだけでなく、部屋の飾りやプレゼンなど大変だったと思います

◯当日の様子

【社内見学オフィスツアー】 

次は、お父さんお母さんが普段仕事をしている

フロアーへ移動。たくさんの大人たちが静かに

パソコンに向かっています。元気なお兄さんが

興味深い社内を説明してくれるけど、やっぱり

気になるのは自分のお父さんお母さんの姿。

「あっ、パパがいた！いつもパパはここで仕事

をしているんだね。」

【社内には不思議なものがいっぱい！】 

たくさんの動物たちだけでなく、ジャングルが

あったり、神社やスタジオがあったり、ボール

プールや大きな地球儀があったり、いろいろな

面白いもの、楽しいものに子どもたちは興味

津々の様子です。 

どうして仕事をする場所なのに、遊園地みたい

におもちゃがいっぱいあるんだろう？ 
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最後に、子どもたちが今日の感想や思い出を絵や文章にしてアウトプット。後日、大きな作品に 

仕上げ、夏の思い出として今も福岡オフィスに飾っています。 

【倉橋社長といっしょ。】 

もっと遊んでいたかったけど、社内見学を終え

て元の場所に戻ると、社長と呼ばれる偉い人か

らひとり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と書かれた自分

の名前の名刺でした。 

社長からじきじきに名刺交換の仕方をならっ

て、緊張しながらもワクワクどきどき嬉しそう

な子どもたちです。 

【いよいよ名刺交換ゲーム！】 

社長や周りのスタッフと名刺交換の練習をし

た後、次に手渡されたのは何やらいろんな記

号や暗号の書かれた冒険の地図？よく見てみ

ると、さっき見学に行ったオフィスの地図の

ようです。名刺には何やら強さがあるようで、

集めた名刺の数と強さを競う、名刺交換ゲー

ムのスタートです。

小さい子には、誰も言わなくても年長者のお

姉さんが優しくアシストしてくれます。

【今日一番盛り上がったカーレース！】 

午前中最後のプログラムは、協力会社さまにお

手伝いいただいた紙アプリを使ったカーレー

ス！

画用紙に描いた自分の車が 3D 化されてカー

レースに参戦する様子に、子どもたちは今日一

番の盛り上がりを見せました。

スクリーンの中で疾走する自分の車に、驚きと

感動、そして興奮を隠せない様子です。

さて、誰の描いた車が一番になったかな。

52



○日  時 平成３０年８月 ６日（月） 

○参加人数 ２家族  子ども  ２人 

○プログラム

時 間 内 容 

７：００～８：３０ 母親の勤務時間に合わせ一緒に登園 

８：３０～９：３０ 母親の受け待ちで，子ども達の世話をする 

９：３０～１０：００ 子ども達といっしょに体操・朝の会・自己紹介 

１０：００～１１：００ 母親のクラス（３歳児・１歳児）で保育の手伝い 

１１：００～１２：３０ 給食手伝い及び昼食 

１３：００～１５：００ 
休憩，母親のクラスの保育準備（製作等）の手伝い 

母親の退出時間に合わせ一緒に降園 

１５：００～１６：００ 母親のクラスでおやつ・子どもの世話 

１６：００～１７：３０ 母親の退出時間に合わせ一緒に降園 

○子どもたちの感想

Y・A さん（小学６年生女子） 

子ども達がかわいかった。お母さんは毎日こんなに可愛い子と一緒に居れていいなと

思った。私も毎日お母さんの仕事について保育園に行きたいと思った。又行きたいで

す。 

A・T さん（小学５年生女子） 

子どもが泣いた時や、けんかした時になだめるのが大変だと思った。お母さんの働い

ているところを見ることができて楽しかった。とても可愛くて又行きたいです。 

○社員の感想（同僚や上司など）

・一昨年から３度目の体験となり、お母さんの働く姿とともに保育士の仕事がよくわ

かってスムーズに補助ができていた。

・とても楽しく体験できていて親子の姿がとても微笑ましかった。

・子ども参観日の取り組みが母親の働く姿を見る良い機会になっている。

・親子で働く姿がとても微笑ましい。

社会福祉法人やまびこ会 内野保育園（福岡市早良区内野８丁目６－２７）
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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３０年８月３日（⾦）
○参加人数 子ども 44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2018』

○社員の感想

・参加させていただき、ありがとうございました。
子どもは数日前より楽しみにしており、親子にとって⼤変良い時間を過ごすことができました。
我が家の場合、「親の仕事を知る・理解する」とまでは難しく、「会社に遊びに⾏く」という感覚だったようですが、
将来、「親の会社に⾏った」という事実が記憶に残ると思うと、本当に有難く、嬉しいです。

・当日はオフィス内の雰囲気が明るくなり、子どもたちから貰うパワーはすごい！と思いました。
また、リコー商品と絡めたイベントがたくさんあり、子どもたちが楽しく遊んでいる姿を⾒て、
「うちの会社って笑顔も作れるんだ！」と誇らしく感じました。

・親子カレンダーは非常に嬉しく、祖⽗⺟にもプレゼントできた！親子共々⼤変楽しい企画で、
来年も参加させて頂きたいと思う。すばらしい企画を本当にありがとうございました。

・2年連続で参加させて頂きましたが、子供は非常に喜んでいます。
夏休みのイベントの⼀つとして子供も覚えており、また来年も！とすごく楽しみにしています。

 8：45 集合 〔受付時間：8:30〜8:45〕
★親子でカレンダー用写真撮影
★自分で描いた絵のＴシャツに着替えて参加

 9：00 オリエンテーション ★⽀社⻑のおはなし　★会社の説明

 9：20 Ｔシャツプリンター（Ri100）でトートバック印刷体験

 9：40 名刺交換
10：15 体験プログラム

★⾼学年(⼩学4年〜⼩学6年)
*エンジニアのお仕事って？　*コピー機を触ってみよう！

★低学年(5歳〜⼩学3年)
*ＩＷＢ(電子ホワイトボード)で間違い探し！
*ＩＷＢ( 〃 )でパパママにメッセージを送ろう！

★紙レーサー★　！書いた絵が画面上でレースするよ！
11：50 絵日記　学校の宿題も済ませちゃおう♪

12：30 全員で記念撮影、解散（午後年休でお子様とご⼀緒に♪）
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紙レーサー

⽀社⻑と名刺交換

Tシャツプリンター（Ri100）でトートバック作成中
・布に直接ぬり絵する時は綺麗に塗れないのに、機械では、はみ出
さず塗れていた（印刷できていた）ので驚いた。 by しずく
・自分が書いた絵を洋服にすることを教えてくれた、パパの仕事の人
たちありがとうございます。 by あんり

間違い探し
・・・必死です・・・

▼名刺交換
・⼤人のまねをしているようで、楽しかった
・家に帰ってからも『僕の名刺だよ！』と来る人に配って喜
んでいた

▼エンジニアのお仕事って？
・コピー機のお医者さんみたい！
・お⽗さんがどんなことをしているかを知ることも
出来たので良かったです。 by こういちろう

▲コピー機を触ってみよう
・機械を壊さないようにと、緊張したけど、楽しかった。
機械の部分によってネジが違うことも知った。 by しゅうと

▲電子ホワイトボード(IWB)で左右間違い探し

▼「パパやママにお手紙」を
書いてメールで送信！
（サプライズです！）

トートバックに印刷中！

▲紙レーサー
・自分が描いた⾞が、スクリーンで走っておもしろかった。
決勝戦に出られなくてくやしかった。 by いろは
・自分は負けたけど、他の人を応援するのもたのしかった
です。優勝した人は、すごい！と思った。by しゅうすけ
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THETA360度カメラで撮影

○プロジェクトメンバー社員の感想

・今回PGメンバーとして参加させていただき、
エンジニアの仕事を通して、子供たちとふれあい、
無事に終わってよかったのと、子どもの感覚には
新鮮さを感じました。
メンバーで協⼒してなにかを成し遂げるって改
めていいなと思いました。
・ES向上を目的として、普段関わらない職種の
人たちと、このプロジェクトに関わることで、とにか
く生き生きと取り組む姿勢が⾒られて、メン
バーの新たな⼀面を知る事が出来、そのよう
な意味でもこの企画に参加して良かったと思う。
ぜひ継続していただき、来年もメンバーとして参
加したいと思う。

最後は自分でデザインしたTシャツを着てみんなでハイ！ポーズ ！子どもたちの描いた絵日記！
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