
「い～な」ふくおか子ども参観日 

実施報告書 

（令和元年度） 



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。 

令和元年度は，福岡市役所を含め 23 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，「大変な仕事を毎日やっていることがすごいことだと知りま

した」「お父さんの仕事は，どんなに大切かを知りました」「同じような仕事をしてみたいで

す」などの声，また，親や同僚の方からも，「子どもへ社会人としての姿を見せ，親がどん

なふうに仕事をしているのかを直接教える良い機会となりました」「職場で家庭の話をする

ことが増え、コミュニケーションの幅が広がりました」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。

令和2年 1 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 
13 株式会社西日本シティ銀行 大橋駅前支店 

2 株式会社岩田屋三越 14 株式会社西日本新聞社 

3 NTT 西日本 福岡支店 15 西日本鉄道株式会社 

4 エフコープ生活協同組合 16 日新産業株式会社 

5 大高建設株式会社 17 パナソニック株式会社 

6 九州旅客鉄道株式会社 18 福岡市役所 

7 株式会社九電工 19 社会福祉法人福笑会 隅田保育園 

8 西部ガス株式会社 20 
富士通九州ネットワークテクノロジーズ 

株式会社 

9 株式会社サン電工社 21 株式会社ペンシル 

10 株式会社正興電機製作所 22 株式会社ミカサ 

11 大和リース株式会社 23 リコージャパン株式会社 福岡支社

12 トランス・コスモス株式会社
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２.報告書
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○日  時 令和元年８月２１日（水） 

○参加人数  １２家族 子ども １４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 

9:00～11:00 各事業場での職場見学、お仕事見学、名刺交換 等 

11:00～12:00 移動 （博多工場は引き続き職場見学） 

12:０0～13:15 子ども交流会（名刺交換・昼食） 

13:30～15:00 工場見学・工作 

15:15～16:30 カルピス乳酸菌 LABO

16:30～17:00 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

・お父さんは、むずかしそうな仕事をしているのに、家に帰ってきたらやさしく

してくれて、お父さんはすごいなと思った。

・この見学に行く前から、なんのしごとをしているかわからなかったけど、今日

見学してお父さんがかつやくしている所をたくさん見ました。ちゃんとおしごと

してるのかなと思ったけど、ちゃんとしごとしていてよかった。

・お父さんがたくさんの人たちとしごとをしていて、すごくやくに立っているのを

みて、とてもすごいなとおもいました。来年もまたしょく場たいけんに来たいです。

・にゅうさんきんを見る実けんがたのしかったです。おとうさんは、いつもパソコン

でしごとをしていてすごいと思いました。

・毎年、お母さんのしごとをみているけど、いつみてもすごいなと思います。

クリアファイルの色分けとか、クリップをつけたりじゅんばんにならべたり少し

お手伝いできて楽しかったです。 

○社員の感想

・例年楽しみにしているようです。なかなかゆっくり仕事を見せてあげれないけど、

何かを感じてもらっているようです。参加していただく社員同士の交流もあって、

いいと思います。

・水の製造とビールの製造の違いについて、疑問を感じていました。ものをつくると

いう事に対して興味がわいている感じを受けました。

・参加前は、子供が楽しめるのだろうかと心配していたのですが、参加後子供が楽し

そうに 1 日経験した事を話しているのを聞いて、参加して良かったと思いました。

一生懸命「名刺を何枚集めた」「乳酸菌の形は～」「工場の中で〇〇を見た」など

とても楽しかったようです。本人も来年また参加したいと言っていたので、来年の

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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子供参観日も期待しております。 

・翌日に子ども参観日の様子を夏休みの宿題で作文を 3 枚書いていました、帰宅後

子どもが読んでくれて大変感動しました。

・ 今回の子ども参観日をきっかけに、社会の様々な事に興味を持ってもらえる様に

なってきました。来年もまた行きたいと言ってました。

★九州統括本部：職場見学・お仕事体験

お仕事体験 名刺交換  お仕事紹介 

★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 

★アサヒ飲料：職場見学・お仕事紹介

支社長と記念写真    名刺交換 お仕事体験 
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★午後からは博多工場に集合して実施

子ども交流会  工場見学 

カルピス乳酸菌 LABO 親子懇親会 
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○日  時 令和元年 8 月 1７日（土） 

○参加人数  ３家族  子ども ３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 

○子どもたちの感想

・お母さんの仕事場に行く時にドキドキした。

・レジが楽しかった。

・たくさんの人がいて驚いた

・家と違うお母さんはすごかった。

・名刺をいっぱい集めて嬉しかった。

・包装が難しかった。

・働いている人はすごいなぁと思った。

○社員の感想（同僚や上司など）

・子供達が緊張していながらも名刺交換をしてくれて微笑ましく感じる。

・子供にとっていい思い出になる。

○参加したご家族様の感想

・夏休みの自由研究の材料になった。

・子供の成長を感じることができて良かった。

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】 

 

毎年大人気の本物のレジを触って、ピッピッと

値札を読んでいきます。 

将来はレジの人になってみたい！ 

 

【職場体験 ラッピング】 

 

お母さんの職場でハンカチをラッ

ピングしました。かわいいハンカチを

用意していただいてラッピングにも

力が入りました。 

【はじめの挨拶】 

 

 まずは自分の名刺をもらって岩田屋三越

の一員として、元気に自己紹介していただき

ます。恥ずかしがりながらも一生懸命、「い

らっしゃいませ！」と元気にあいさつできま

した。 

 

【名刺交換の様子】 
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○日  時  ２０１９年 8 月７日（水）、9 日（金） 

※８月６日（火） 博多 DOIMACHI ビルでの実施を予定していたが台風８号の  

影響により中止 

 

○参加人数  44 家族  子ども 56 人 3 ビル（博多・新博多・天神）で実施 

○プログラム（新博多ビル参加者の場合） 

時 間 内 容 

9：15～ 9：40 ◇オリエンテーション 

◇開講式 

◇写真撮影 

9：40～11：00 ◇職場体験（名刺交換、コピー等） 

1１：00～11：40 ◇体験プログラム ・NTT 西日本の仕事紹介    

・電話つながる仕組み 

11：40～13：00 ◇昼食 

13：00～13：15 ◇閉講式 

○子どもたちの感想 

・色々なことを教えてくれたし、とってもやさしい人たちだったので楽しかったです。 

・私はお母さんのお仕事が大変ということがわかりました。もう一度行きたいです。 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・会社概要説明が子どもにわかりやすく工夫されていて、とてもよかったです。 

・「電話のしくみについて」興味をもっていた。少しはお父さんの仕事をわかってくれ

たと思う。 

 

○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、「家族とのコミュニケーション向上」や「家族の絆」

を深めるとともに、ライフ・ワーク・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）を開催しております。今年で１１回目の開催となり、 

新博多ビル・博多ビル【８月７日（水）】・天神ビル【８月９日（金）】の３ビルを 

対象に開催し、１００名（社員 44 名、お子様 56 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や 

パソコン作業などの職場体験と体験プログラム【NTT 西日本のお仕事紹介】【電話

のつながる仕組み（糸電話工作）】を実施しました。 

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。 

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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８月７日（水）：新博多・博多ビル 記念写真 

３３家族／４５名の子ども達が集まりました。 

８月９日（金）：天神ビル：記念写真 

１１家族／１１名の子ども達が集まりました。 
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【職場見学】 

TV 会議システムを使って、会議をしまし

た。 

【体験プログラム】 

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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○日  時 令和元年 7 月 22 日（月）～8 月 9 日（金）  

○参加人数  37 家族・子ども 43 人（子会社等含めると 49 家族・子ども 60 人） 

15 事業所で実施（支所 9、店舗 4、本部 1、検査センター１） 

○プログラム（本部）

時 間 内 容 

9：00～9：35 オリエンテーション・自己紹介・名刺交換練習

9：40～11：25 施設内見学 

11：30～12：20 職場体験・名刺交換 

12：30～13：00 修了証授与・感想文記入 

○プログラム（支所）

時 間 内 容 

8：30～17：15 自己紹介・名刺交換 

支所業務体験（配達同乗・商品配達・事務所作業等） 

修了証授与・感想文記入 

○プログラム（店舗）

時 間 内 容 

9：00～12：00 自己紹介・名刺交換 

店内業務体験（レジ打ち・店内放送・品出し等） 

修了証授与・感想文記入 

○プログラム（検査センター）

時 間 内 容 

①12：30～16：30

②13：00～15：30

自己紹介・名刺交換 

検査体験（微生物検査や残留放射能検査） 

館内見学・簡易実験 

修了証授与・感想文記入 

◆子どもたちの感想

心に残ったこと 

＊品出しが一番心に残りました。少し大変だけど楽しかったです。 

＊放送できんちょうしたけど言えたこと 

＊５階をたくさんのぼって足がガクガクになりました。 

＊トラックにのって配たつしたのが楽しかったです。 

＊スタッフのみなさんと名刺こうかんをたくさんできたことです。 

エフコープ生活協同組合 （糟屋郡篠栗町大字篠栗 4826-1）
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お仕事をして感じたこと 

＊お母さんたちは店内放送をかまずにいえるのはすごいと思いました。 

＊すしをつくるときにやることがたくさんあったから大変だった。 

＊配達先の組合員さんが優しかった。 

＊お父さんとお母さんは、いつもわたしのためにはたらいてくれているんだなぁと、

とても思いました。 

＊きんを調べることがそんなにたいへんとわかった。 

＊みんな大勢の人数で協力していて、大変なんだなぁと感じた。 

お父さん・お母さんへのメッセージ 

＊いつも大変なお仕事をしてくれてありがとう。 

＊いつもこんなきつい仕事をしたり、家のことをしてくれたりいろいろありがとう。

ぼくもしょうらいお母さんみたいになんでもこなせる人になりたいです。本当に今

日はおつかれさま。 

＊暑い中はたらいていることがすごいです。重たい物も大へんですががんばってくだ

さい。 

＊今までどのような仕事をしているか知らなかったけど、今日初めてお父さんがして

いる取り組みをよくわかったよ。 

◆社員の感想（同僚や上司など）

参加されたお子さんの様子 

＊最初は緊張していたようですが、どんどんおもしろくなってきたのか興味を持って

色々なことを見て聞いて目を輝かせていました。 

＊時間が経つとともに色々な体験を楽しむことができていました。小学５年生の子は、

次に何をしたら良いか自分で考え行動している姿に私もビックリしてしまいました。

（感動しました）。 

＊とても楽しそうに配達を手伝ってくれました。積極的に荷台に上がり、片付けなど

も自分から行ってくれました。組合員さんとも、はにかみながらもあいさつ等を大

きな声でしてくれていました。 

開催前後でお子さんと話したこと 

＊お客様と接する仕事なので、元気よく気持ちの良い挨拶をしようね、と話しました。 

＊明日は忙しいからしっかりがんばってくれと言ったら、「まかせて！」と自信満々で

した。配達中は「パパ、いつも大変だね。」といたわってくれました。 

＊お会いできた組合員さんの事が気になる様子で、しばらくは組合員さんの事を聞い

てきたりしていました。お年寄りの方への接し方、見守りをしながら配達している

ことなど、勉強になったことがたくさんあったようです。 
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☆お父さん・お母さんと一緒に、配達や品出し、見学など様々な職場体験が行われま

した。
配達にしゅっぱ～つ！ 

お店では、調理をしたり、商品を店内に並べたり 

しました♪ 

一緒に実験 
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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  令和元年８月１９日（月）8：30～1４：０0 

○ 参加人数  1 家族  子ども ２人 

大高建設へようこそ！ 

本日のスケジュール 

8：15  お父さんと一緒に出社（打合せ） 

8：30  ラジオ体操 ～ 朝礼

9：00  お弁当係 ～ ホームページでお父さんを探そう 

10：00  名刺を作ろう ～ コピー機を使ってみよう 

11：00  名刺交換（事務所探検） 

12：00  お父さんとランチタイム ～ 現場へ移動 

13：00  名刺交換 ～ 現場見学 

14：00  お父さんと退社 

お疲れ様でした (^ ^)/~~~ 

「会社ってどんなところなのかな？」 

「お父さんの現場に 

行ってみたいな」 

今日はお父さんの職場で 

いろん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 

15



(^^)/ 参観スタート！！ 

ラジオ体操・朝礼

お弁当係ならお任せください‼ 

『大高建設』ってどんな会社？ 

名刺作成～名刺交換 

みんなでラジオ体操 

それから朝礼です 

かわいい名刺が 

たくさんできました 

いよいよ初めての 

名刺交換です(*^-^*) 

ホームページにも

パンフレットにも

お父さんを見つけました 

お弁当が届きました 

お～～ぉ‼ 

めっちゃ力持ち！！ 
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と～っても仲の良いお姉ちゃんと妹ちゃん 

明るい笑顔で元気よくいろいろお手伝いをしてくださいました 

年に一度ではありますが 子ども参観はやっぱりいいですね～ 

かわいいお客様のお陰で 

社内の空気がとにかく 優しく 柔らかく 温か～くなりますね 

ありがたいことです！ 

お父さんがずっと付き添ってくださいました 

親子のコミュニケーションを深める子ども参観日 

これからも続けていきたいです。 

大きなきかいで土をほっていました。 

おとうさんがもっていた絵と同じようにほっていて、 

すごいなぁと思いました。 

またげんばに行って、たてものをどうやって作っているのか 

見てみたいです。 

福岡市博多区の 

お父さんの現場です 

17
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○日  時 2019 年 8月 21日（水） 

○参加人数  16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 ～ 17:45 

（ 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 ） 

17:45 ～ 17:55 終礼 

17:55 ～ 帰宅 

参加者が会長・社長を囲み「朝の会」を開催し 
子どもたちにとって初めての名刺交換を行いました。 

それぞれの職場で会議に参加したり 

出張に行って現場を体験したりするなど 
お父さんお母さんの働く姿を見てもらうことができました。 

■□■□ 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）

お父さんの仕事を見ていると、たくさん
電話がきて大変だということが分かり
ました。だからいそがしいんだなぁと思
いました。

パパといっしょに会議にでて私は何言っ
てるかわからなかったけどすごくかっこ
いいなと思いました。

大人になっても返事やあいさつは大事
だとわかりました。

お父さんの会社での姿も見れて、周りの
方も優しくて楽しかったです。会議でお
父さんもたくさん発言していたので真似
したいと思いました。

(左)朝早く起きて会社に行くことや会議で１時

間半ずっと座っていることがとてもきつかった

です。（中央)朝早く電車に乗って行くから行く

までも大変だと思いました。会議が長いのでそ

こも大変でした。 

思っていたより会社が大きくてびっくり
しました。会長 社長 課長 副課長と名刺
交換しました。お父さん担当のゆふいん
の森号はかっこよかったです。

ＪＲ九州へ　ようこそ

次頁につづく 

クルーズトレイン本部

営業部営業課 営業部営業課 営業部企画課 

博多新幹線乗務所 新幹線部運輸課 
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当初、８月６日にお子さま２５名が参加予定でしたが 

台風接近に伴い延期としたため参加者が少なくなりました。 

訓練用の UR や工事に使う道具を見させ
てもらったり電気の体験をさせてもらっ
たりしておもしろかったです。お仕事は
大変だなと思いました。

(左)仕事などほかにもいろいろなことを
して楽しかったです。 
(右)お仕事もできて楽しかったからよか
ったです。

仕事場を見て、会社の人達は休みなく働
き続けて、すごくてかっこいいと思いま
した。

会議は長くて集中できなかったけど、お
父さんは集中して会議に参加していたの
ですごいと思いました。

ぼくは電気のことや電車が電気で動い
ていることを知りました。他には会議を
体験することができました。

とても疲れました。いつもお父さんがこ
んなに疲れていると思うと、本当に感謝
します。

(左)とても楽しかったです。来年もまた
来たいです。 
(右)たくさんの人が時間をとってくれた
のでとても感謝しています。ありがとう
ございました。

お父さんの仕事をあまり知らなく見た
こともなかったので、この機会でお父さ
んのやっている仕事をみれてよかった
です。お父さんの仕事は、とてもよかっ
たです。

初めての職場体験。特に名刺交換をして
少し大人になった気持ちになりました。

たくさん名刺交換をしたり、他の人はあま
り入れない「金星」を見に行ったり、銀行
に行ったりなど少し大変な所もあったけ
どとても楽しい思い出になりました。

営業部法人旅行センター 施設部 施設部工事課 

施設部設備課 

財務部資金課 

事業開発本部企画部不動産活用課 事業開発本部開発工事部 
総務部総務課 

建設工事部施設課 電気部電力課 
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職場体験の様子 

「朝の会」参加者で記念撮影
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○日  時 令和 1 年８月 8 日（木） 

○参加人数  8 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 名刺交換

③ 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

・名刺交換が緊張した。

・高所作業車に乗ったのが楽しかった。

・お父さんやお母さんがどんな所で働いているか分かって良かった。

・もっと九電工の事を知りたいと思った。

・設計図を見ても難しすぎて、お父さんはすごい仕事をやっているんだなと思った。

○社員の感想（同僚や上司など）

・将来、自分がどのような仕事に就きたいか判断材料のひとつになったのではないか

と思う。

・普段どんな仕事をしているのか理解してもらえてよかった。

・親子で参加でき、非常によかった。

・名刺交換や高所作業車乗車体験など日ごろ経験できないことができ、喜んでいた。

・親の仕事を実際に経験するととても分かりやすく、夏休みの体験としてとても良い

刺激になったと思う。

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、 
配水管の仕組みを見ました。 
また、放水体験や技能五輪の 
パイプ曲げをしました。 

 

 
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  ２０１９年８月２日（金）  

○参加人数  １２家族  子ども １９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 

 名刺交換は緊張したけれど、たくさんの人と名刺交換が出来て楽しかったです。 

 仕事をしているお父さんは、家にいる時よりすごいと思いました。今日も一緒にお風呂

に入って、いつもよりお父さんの背中をたくさん洗ってあげたいです。 

 真剣に仕事をしているお父さんの姿はカッコ良かったです。大きくなったらお父さんと

同じ会社で働きたいなと思いました。 

 お父さんや職場の人は、いろいろな仕事をしていて大変だけどすごいなと思いました。 

 お父さんの職場は、とても優しく面白い人たちがいて、そこで働くお父さんは毎日が楽

しそうだなと思います。 

 お父さんと一緒に会議に参加して、自分の意見を言うとみんなに褒めてもらえて嬉しか

ったです。僕も大人になった気がして楽しかったです。 

 ガスが家に届くまでの道のりや、安全に届けるためのセキュリティについて学べて、こ

うやってガスが使えているのかと感心しました。 

 ガスは冷やすと液体になり、体積が小さくなることを初めて知って驚きました。 

 ガス管を使っての万華鏡作りが楽しかったです。とてもきれいにできました。 

 普段乗ることが出来ない緊急車両に乗ることが出来て嬉しかったです。 

 

 

○社員の感想 

 子どもにとって、大変貴重な経験になりました。また、自分自身や職場にとってもワーク

ライフバランス向上に直結する良い企画だと感じました。 

 思いのほか、子供の一生懸命な姿を見ることが出来て良かったです。 

 職場メンバーに「役に立った。ありがとう！」と言われ、非常に喜んでいて、良い経験に

なりました。 

 こども参観を通じて、ガスについての学びを深められて良かったです。 

西部ガス株式会社 （ 福岡市博多区千代 1-17-1） 
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 職場の同僚、上司、他グループのメンバーなど様々な方の協力を頂き、和やかな雰囲気で

体験させてもらえてありがたかったです。 

 恥ずかしがりながらも名刺交換や仕事の手伝いを一生懸命やってくれ、嬉しく思いまし

た。 

 子ども目線でのプログラムだったため、子どもたちも興味をもって楽しそうに過ごすこ

とが出来、一日やり遂げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

〔午前〕お父さん・お母さんのお仕事体験！ 

 

☆ 真剣な顔で仕事するお父さんはカッコイイな。 

☆ お仕事って難しい。いつも仕事するパパ凄い！ 

☆ 私も西部ガス社員になれた気がして嬉しい♪ 

 
名刺交換、 

うまく出来るかな？ 

 
お父さんと一緒に 

パソコンで資料作り！ 

 
会議に参加。 

意見を出すぞ！ 

 ガスの力で料理♪ 

おいしそう☆ 

 

２０１９ 

SANKANBI 
こども 
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〔午後〕供給管理センターでのアクティビティ 

☆ ガスって色々なところで使われているんだね！ 

☆ 安全ってこうやって守られているんだなぁ。 

☆ 緊急車両、カッコイイ！！ 

☆ ガスの秘密が知れて嬉しかったな♪ 

 
こんなふうに、安全が 

守られているんだね 

 
万華鏡、 

上手にできたかな？ 

 緊急車両に乗ると 

凛々しさＵＰ!? 

みなさまのご協力で、 
楽しい思い出に残る一日となりました♪ 
本当にありがとうございました！ 

25



 

○日  時  令和元年７月２７日（土）  

○参加人数  ７家族  子ども １６人 大人２０人 その他社員１０人 

       

○プログラム 

時 間 内 容 

10：00 ～ 10：05 趣旨説明 

10：05 ～ 10：10 開会挨拶 

10：10 ～ 10：30 保護者自己紹介、仕事紹介 

10：30 ～ 10：40 名刺交換 

10：40 ～ 11：10 ＡＲ体験学習、写真撮影大会 

11：10 ～ 11：40 高所作業車乗車体験 

11：45 ～ 12：45 昼食会 

 

○子どもたちの感想 

・ＡＲ体験や高所作業車体験などどれも楽しかった。 

・ほかの子たちとも仲良くなれて楽しかった。 

・いろんな人と名刺交換して友達が増えた。 

・AR 体験がすごかった！家でもやりたい。 

 

○社員の感想（同僚や上司など） 

・毎年ボランティアとして参加しているので、子供の成長が見れて楽しい。 

・子供だけでなく大人も夢中になれる内容だった。 

・体験だけでなく、友達が増えたみたいで楽しそうでした。 

・子供が興味津々の AR 体験に大人も思わず熱中してしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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高いところは 

ちょっぴり苦手・・・ 
 
当社が仕事で使用している高所作業車に、乗って

もらいました。 
普段経験できないような高いところまで上がる

ので、下では元気いっぱいはしゃいでいた子供た

ちも、心なしか大人しくしていました。 
 

食事中にマンタが！ 
 
すべてのプログラム終了後、昼食会を行い

ました。子供たち同士はすっかり仲良くな

り、色々な話をしながらのご飯はとてもい

い交流になったようです。 
また、ご飯を食べ終わった人から自由行動

になりましたが、一番人気はやはり AR 体

験で、色々なところで必死に魚を探してい

ました。 
 

 

事務所にマグロが！ 
 
タブレット端末やスマートフォンを使っ

てＡＲ技術の体験をしました。子供だけで

なく大人も大興奮！端末を片手に、会社の

中を大捜索して、写真撮影大会を行いまし

た。 
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○日  時  令和元年７月２６日（金）  

○参加人数  １４家族  子ども １９人 

○場  所  当社 古賀事業所にて実施 

○プログラム 

時 間 内 容 

13:00～ ・オリエンテーション 

・名刺づくり 

14:00～ ・電気・電子制御体験 

 【体験①】 マイコン制御体験 

 【体験②】 電気と磁石の関係 

 【工 作】 「磁石でダーツ」、「浮かんだり沈んだり」、 

       「自動回転ハンドスピナー」など 

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 

・お友達と久しぶりに会えてとっても楽しかった。 

・今年はお父さん、お母さんがいてくれてうれしかった。 

・工作は作るのは難しかったけど、動いたときはとってもうれしかった。 

  ・工作でクリップモーターを作るのが楽しかったです。くるくる回る仕組みが 

   不思議でした。 

  ・名刺交換でお父さんの上司や事務所が見れてうれしかったです。 

  ・会社で作っているものがすこしわかりました。参加してよかったです。 

 ・今回も楽しかったです。工作のときのお兄さんたちが丁寧に楽しく教えてくれた

ので上手に作成できました。 

 

○社員の感想 

・かなり楽しかったみたいです。工作を家に帰ってからも自慢げに見せて楽しそう

に話してくれます。 

・夏休みの平日は毎日学童で過ごす中で、『会社に一緒に行ける！』ってことは子供

にとって誰でも体験できないことだと分かっているので、とても楽しみにしてい

ました。当日も本人のテンションが高く、事務局の方やお世話してくださった方々

に迷惑をかけたのではないかと思っています。 

・会社、職場の雰囲気が子供に伝わる機会なので、とてもよい行事だと思います。 

 

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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◆名刺づくり 

 

 

 

 

 

◆電気・電子制御体験 

 

 

 

 

 
 

◆古賀事業所（職場）見学・名刺交換 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆記念撮影 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気・電子制御体験や工作に夢中！ 

名刺入れ（折り紙）に名刺を入れ、名刺交換の準備は整いました。 

お父さん、お母さん 

の上司と名刺交換 

ご参加の皆さま、職場の皆さま ありがとうございました。 
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○日  時  令和元年８月２日（金）  

 
○参加人数  １３家族  子ども２１人 

 

○プログラム 

時 間 内 容 

14：00 開始式・オリエンテーション 

14：30 会社クイズ 

（お父さん、お母さんが働いている大和リースについて知ろう！） 

環境講演会 

 （捨てられてしまう食べ物について知ろう！） 

15：10 名刺作成・交換会 

15：15 チームに分かれてのイベント 

A チーム（高学年）：手紙作り、エコバッグ作り 

B チーム（低学年）：うちわ作り、ダンボールハウス飾り付け 

16：40 修了証授与式 

17：00 閉会式 

 

○子どもたちの感想 

・とても楽しかったです。作ったエコバッグは、早速持って学童に登校しました。 

 

・日頃、見ることができない親の仕事姿や座っている席を見ることができて楽しかっ

た。また機会があれば参加したい。 

 

・全部楽しかったです。 

 

○社員の感想 

 

・高学年、低学年と内容を分けていただいたことで、それぞれが楽しめる内容になっ

ていてありがたかったです。皆さん、お忙しい中子ども参観日の準備をしていただき

感謝しています。ありがとうございました。 

 

・毎年いろいろな企画をしてもらっているので、こどもが楽しみにしています。また、

学校以外の友達もでき、良い機会になっているようなので、今後も参加していきたい

と思います。 

大和リース株式会社 （福岡県福岡市中央区渡辺通四丁目 1 番 36 号 BiVii 福岡 7 階） 
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お父さん・お母さんがど

んな会社で働いている

かを知ってもらうため、

会社のロゴマークや 

仕事内容などをクイズ

形式にしました。 

みんなでよく考えて 

答えてくれました。 

今年初のプログラムとして、環境についての勉強会を行いました。 

「賞味期限」と「消費期限」の違いや、食べきれずに捨てられてしまうもの、冷蔵庫の中を 

きれいにする技などを、親子で勉強しました。 

とても真剣に 

聞いてくれました。 

余った野菜で 

簡単に作れる 

レシピも紹介 

しました♪ 
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お父さん・お母さんの上司の方と 

名刺交換できました！ 

シールやお絵かきで、オリジナルの

うちわが完成しました！ 

子どもたちに大人気だったのが木育あそび！ 

積み木やビー玉転がしは男の子が夢中になっていました♪ 

かわいく 

作れたよ！ 
修了証も 

もらったよ！ 
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トランス・コスモス株式会社 
 
〇日時︓令和元年 8月 22日(木)10:00-12:00 
〇場所︓MCM博多センター(福岡市博多区博多駅前 4-2-25 ベルヴュオフィス博多ビル 6F) 
〇参加人数︓4家族 こども 5名 
〇参加事業所︓4事業所 
〇プログラム︓ 
 

時間 プログラム 
10︓00～10︓25 挨拶、関係者紹介、会社概要案内 etc. 
10︓25～10︓40 センター見学 (業務スペース見学) 
10︓40～11︓15 業務体験(ロールプレイング・電話機操作 etc.) 
11︓15～11︓25 休憩 
11︓25～11︓50 オペレーター体験(電話対応) 
11︓50～11︓55 表彰式 
11︓55～12︓00 挨拶、集合写真撮影 

 
〇子どもたちの感想 
 🌟🌟「お父さん・お母さんのお仕事が知れてよかった。」 
 🌟🌟「お父さん・お母さんのお仕事が大変で大切な仕事だとわかった。」 
 🌟🌟「とっても楽しかった。」 
 🌟🌟「お友達に会うことができてよかった。」 
 🌟🌟「学校では学べない貴重な体験ができてよかった。」 
 🌟🌟「電話でお話することって緊張することがわかった。」 
 🌟🌟「お客様とお話することは意外に難しいことがわかった。」 
 🌟🌟「思っていた以上に上手に案内できたと思った。」 
 
〇お父さん・お母さんの感想 
 🖊🖊「こどもに貴重な体験をさせることができた。」 
 🖊🖊「とても楽しそうに体験に参加できてよかった。」 
 🖊🖊「あまりに楽しかったのか、家に帰ってもテンションが下がらなかった。」 
 🖊🖊「学校で学べない、家でも教えられない貴重な体験をさせられた。」 
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今日はお父さんが先生！ お母さんってすごいんだなぁ・・・ 

【オペレーター体験】 
オペレーターになりきって、実際に電話機やヘッドセットを使用した体験を行いました。ご注文の
合計を計算したり、配達日の確認を行ったりと、プロ顔負けの対応を見せてくれました。 

【親子で共同作業】 
実際に働いている親御さんにアドバイスをもらいながら、 
一生懸命にお客様対応をする姿が印象的でした。 

【番外編】 
会の前後には、事業所にいる 
アイボを介して、初めて出会うお友達
と楽しくお話しや、遊んでいる場面が
見られました。 
こどものコミュニケーション力の高さを
改めて感じますね。 
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お仕事おつかれさまでした！ 
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○日  時  令和 1 年 8 月 23 日（金）  

○参加人数  5 家族  子ども 6 人 

          

○プログラム 

時 間 内 容 

9 時 3 0 分 親子で出勤、自己紹介 

９時４０分 銀行内見学（貸金庫、ロビー、金庫、ＡＴＭ）、職場体験 

10 時２０分 教 材 を 使 っ た 講 義 ｢ お 金 の 役 割 、 銀 行 の 仕 組 み ｣     

札勘体験、 

１１時３０分 すごろくゲーム、金融カルタ 

１２時３０分 親子で昼食 

１３時３０分 写真撮影、解散 

 

○子どもたちの感想 

 ・ 札勘を教えてもらって嬉しかった。 

・ すごろくをして楽しかった。 

・ 大きくて綺麗な店舗なのでびっくりした。 

  

 （お父さん、お母さんへ） 

 ・大金を扱っていて驚いた。 

 ・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） 

   

・ 自分の子供に仕事をしている姿を見せる機会はほとんどないので、子供にとって

も良い体験でした。 

・ すごろくゲームがとても評判が良くてこれからお金を貯めることを意識してく

れそうで大変嬉しい。 

・ 自分が働いている職場が、子供を温かく迎え入れてくれてとても嬉しかった。 

 

西日本シティ銀行 大橋駅前支店 （ 福岡市南区大橋 1-2-12） 
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                    （お金の学校）全員揃いました！ 
   

 
                   （すごろくゲーム）なかなかお金が貯まらないなー 
 

 
                         今日は、お疲れ様でしたー 
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○日  時  令和１年 7 月 2５日（木）  

○参加人数  1１家族  子ども 1４人 

        

○プログラム  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもたちの感想 

  別紙参照 

西日本新聞社 （ 福岡市中央区天神１丁目 4-1） 

9: 30 集合・ 受付【 １ ０ 階１ 号】

オリ エンテーショ ン

DVDの視聴

10: 20

11: 30

12: 10 ランチ（ 親子で食事をして頂きます）

14: 00 出発（ マイクロバスで移動）

14: 30

16: 30 本社着

まとめ・ 感想文

17: 30 お迎え（ ～１ ８ ： ０ ０ ）

親子で職場体験

社長室（ 社長と名刺交換、 インタビュー）

福岡ソフト バンクホークスの取材現場の見学
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○日  時  令和元年 8月９日（金）  

○参加人数  10家族  子ども 13人 

          

○プログラム 

時 間 内 容 

     ～ ９：３０ 出社（社員とともに出社） 

 ９：３０～ ９：５５ オリエンテーション 

 ９：５５～１０：１５ 社長室見学（名刺交換） 

１０：１５～１２：００ 観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」見学 

１２：0０～１６：３０ 職場体験（各職場） 

１６：３０～ 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ちょっとだけどきどきしました。 

・会議で話をしていたお父さんはとてもすごいと思いました。 

・お母さんの職場は優しい人が多く、ぼくも働いてみたいと思いました。 

・わたしもパパと同じような名刺をもらって、大人になった気分になりました。 

・会社ではみんな真剣にしていてすごくかっこよかったです。 

・お父さんの家の顔と仕事の顔はちがうなと思いました。 

・商業施設はいろいろな人が支えあって成り立っているのだなと思いました。 

 

○社員の感想 

・子どもにとって夏休みの良い体験になった。 

・職場のメンバーが子どもを温かく迎えてくださり嬉しかった。 

・職場の雰囲気がいつも以上に和やかになり、コミュニケーションが活発になった。 

・いつも昼間家にいない父親が何をしているかを見せることができ、子どもがとても

喜んでくれた。来年も参加したい。 

・帰宅してからも、子どもが妻に対して参観日の話を熱心にしていた。すごく楽しか

ったのだと思う。 

 

西日本鉄道株式会社（福岡市博多区博多駅前三丁目 5番 7号） 
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～観光列車見学～ 

 

THE RAIL KITCHEN CHIKUGOの 

車内を見学し、お客さまのお見送りを 

しました。 

 

～社長室見学～ 

 

みんなで社長室を見学しました。 

 

 

～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。 

 

41



～職場見学～ 

経営企画部  

（博多センタービル） 

～職場見学～ 

経営企画部・事業創造本部 

（博多センタービル） 

～職場見学～ 

都市開発事業本部 

（ソラリアステージ）

～職場見学～ 

ホテル事業本部

（博多センタービル） 
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（福岡市博多区月隈二丁目４番２号）

○日　　時 令和元年 ８月 ９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（近郊の河川）

１６：３０～ 名刺作り、名刺交換会

１７：３０～ 懇親会（食事会）

１９：３０ 修了・解散

○子どもたちの感想

・工場見学で機械を覗いて高さを測ったりして、楽しかったです。

・工場には色んな機械や、金属があって、夏休みの自由研究の参考になりました。

・去年も自分の名刺を作って楽しかったけど、今年も違うデザインの名刺が作れて楽しかった

です。

・会社の人達は見た目がちょっと怖かったけど、みんな優しくてよかったです。

・お母さんがパソコンで難しそうな仕事をしていて、すごいなと思いました。

・大人の人達は工場や現場の暑い中で働いて、大変だなと思いました。

・焼肉がおいしかったです。

・来年の夏休みにも「こども参観日」があるなら、また来て名刺を作りたいです。

○社員の感想

・子供達が毎年「こども参観日」を楽しみにしています。

・普段学校では経験できないことを教えていただけて、大変よかったです。

・子供達が家では普段見ない親の一面を見てうれしかったらしく、今までよりもすこしやさし

くなりました。

・子供達が働くことや、会社に興味を持ってくれてよかったです。

・名刺作りを体験して、家でもパソコンを使用する機会が増えました。

・子供参観日は、社内がより明るい雰囲気になり社員も優しい表情をしています。

他の家庭の子供の成長を感じることが出来て、毎年楽しみです。

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】

【現場見学】

オリエンテーションでは、社長挨拶、

参加したみんなの自己紹介を行った

後、会社がどのような仕事をしてい

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、水門が出来る過程の説明を受けた後、レベルを使って自分達で物の高さ

を測ってみました。

近くの工事現場を見に行きました。

現場の外から説明を受け、「すごいなぁ」と感心しました。

【施設見学（工場）】 【記念撮影】
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【名刺作り】

事務所で、自分達のオリジナルの名刺を作成しました。

作った名刺を会社の人と交換しました。

【懇 親 会】

【名刺交換会】

みんなで記念撮影した後、懇親会で楽しくおいしい食事をいただきました。

【記念撮影】

42
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○日  時 令和元年８月２日（金） 

○参加人数  ２７家族 子ども ３１人 

その他、佐賀事業所で 実施
※

○プログラム

時 間 内 容 

12:00-12:4５ お父さん、お母さんと昼食 

12:4５-13:00 受付 

13:00-13:15 始めの挨拶 

13:15-14:３０ ものづくり体験 

14:３0-14:4５ 会社責任者のお話 

14:4５-15:40 社内見学(屋上、中央監視室、健康管理室) 

15:40-16:２0 お父さん、お母さんの職場見学 

16:２0-1６:５0 環境教育授業 

1６:５0-17:2５ 感想文作成 

17:2５-17:30 記念撮影、解散 

○子どもたちの感想

・ものづくり体験のソーラーロボット工作が楽しかった。

・お父さんが仕事をしているところを始めて見て、すごいなーと思った。

・大きくなったら、お父さんと同じパナソニックで働きたい。

・お父さんとお姉ちゃんと一緒に食べたお昼ご飯が楽しかった。

・会社内見学が楽しかった。ぜひ、来年も来たいです。

・環境教育授業を受けました。おうちでの電気のむだ使いはやめます。

・お父さんがいる実験室に行きました。パソコンが沢山ありました。

・お父さんの職場では、たくさんの人たちが働いておどろきました。

・お母さんが働いているところが見れてうれしかった。

・二酸化炭素を減らすためにも電気を使わない時は、こまめに消すようにします。

・パパもママもパナソニックで働いています。両方の仕事が見れて良かった。

○社員の感想（同僚や上司など）

・父親がどんな所で働いているのかを見る事ができて楽しかったようです。

・子ども達は、教えて頂いたことに大変刺激を受けた様子で、とても喜んでいました。 

・貴重な体験で、夏休みのいい思い出作りになったと思います。

・ぜひ今後も、子ども参観日を継続いただきたく思っております。

・他のメンバーも来年も機会がありましたら参加したいと思っています。

・子ども達が興味を持ち探求心を持つことが進歩につながるんだと改めて感じました。 

パナソニック株式会社 （福岡市博多区美野島） 
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昼食後、会場に集合しました。 

今回の参加は、男子１２名、女子 19 名で

す。 

 

最初に挨拶、会社の説明や子ども参観日の

スケジュールと楽しく過ごすためのお約

束事を聞きました。 

その後、ものづくり体験として組み立てソ

ーラー工作、メカホッパーを作りました。 

 

 
会社の責任者より子ども達に会社の 
説明やどのような商品を作っているか 
そして、お客様へどのような貢献できてい

るかのお話を聞きました。 
 
 
 
 

 

 
お父さんと一緒に、会社の食堂で昼食を食

べました。 
 
残さず、ちゃんと完食出来ました。 
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会社の中の病院、健康管理室を見学しまし

た。

産業医の先生より、健康管理室では、お父

さんやお母さんなどの従業員の健康につ

いて医者と看護師がどのような業務をし

ているかの説明を聞きました。

その後は、お父さんやお母さんが実際に働

いている職場を見学しました。 

環境授業では国連にて世界の目標として

の SDGs「持続可能な開発目標」で将来の

世代のための環境や資源を壊さずに今の

生活をより良い状態にする事や地球温暖

化による環境の変化、地球温暖化を防止す

るために私たちは何をしなければならな

いのかなどを学び、環境について勉強しま

した。

その後は記念撮影をして、お父さんやお母

さんと一緒に帰宅しました。

 

屋上にある、緑化花壇や太陽光パネルの

見学をしました。

緑化花壇や太陽光パネルによる発電が、

どのように役立っているか説明を聞きま

した。

当日は天気も晴天で少し暑そうです。
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○日 時  令和元年８月２日（金） 

○参 加 者  ５３家族 子ども７２人 

福岡市役所本庁舎，東区役所，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 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，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 

15:20～16:00 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

・いろんな場所を見学できて楽しかった。

・普段どんな仕事をしているのかわかったのが，うれしかった。

・お母さんの仕事を見て，頑張っているなと思った。

○社員の感想（同僚や上司の感想）

・子どもに職場を体験させることで「働く」ということへの意識を持たせることができ， 

私も子どもの新たな一面を見ることができ，うれしく思った。

・職場としても，子どもとの交流を通じて，職員一人ひとりが，あらためて子育てに対す

る理解を深めることができた。

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。 

パソコン業務 

お父さん，お母さんたちと 

一緒に，パソコン業務を 

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  令和元年８月２日（金）

〇参加人数  ４家族   子ども ５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

・「可愛かった」

・大変だったことは？「ご飯を食べない人を食べさせること。」

・「先生たちは、子どもの世話もしないといけないのに、プール掃除や水まき等、他にも

やることが沢山あって大変だなと思いました。」

〇社員の感想

・参加３年目の子どもが、毎年、楽しみにしています。
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令和元年８月２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 

 お世話上手で、

とっても助かり

ました。 

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！！ 

畑の水やりを手伝ってくれました。 

お母さんと一緒に洗濯を干し

のお手伝い。 

 みんな大好き「アンパンマン」

の紙芝居を持って来てくれま

した。 
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○日  時 令和元年７月２６日（金） 

○参加人数  ２１家族 子ども ３１人 

本社にて実施 

○プログラム

時 間 内 容 

13:00～13:20 集合／受付 

13:20～13:30 売店体験 

13:40～14:10 オリエンテーション

14:10～14:40 フロア見学＆名刺交換

・保護者が自席へ案内しお仕事ミッション

14:50～17:00 プログラミング教室 

17:00～17:25 組合挨拶 

社長挨拶とジャンケン大会 

17:25～17:30 写真撮影 

お土産配布 

○子どもたちの感想

・面白かったけど、ちょっと難しかった。（小５）

・プログラミング教室がとても楽しかったです。

もっと高度な事もやってみたいと思いました。（中１）

・プログラミングの説明がわかりやすかった。（小３）

・プログラミングよりも名刺交換とかをもっとやりたかった。（小２）

・学校でもプログラミングは習ったことあるけど会社の中で教えてもらえたことが

うれしかった。（小４）

・全部楽しかったです。また会社の行事があれば参加したいです。（小５）

○社員の感想

・どんな仕事をしているのか？どんな環境で仕事をしているのか？をなかなか説明

しにくかったが、今回、なんとなく理解してもらえた。

とてもいいイベントでした

・実際に事務所に入って見学すること自体が貴重な経験になると思います。

またプログラムも良かったと思います。

ちなみに子ども達が入ってくると事務所の雰囲気も和みました。

・子供に働く姿を見せられたのは良かった。職場もいつもと違う雰囲気で温かく

見守ってくれていた。

富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 

（福岡市早良区百道浜２－２－１ 富士通九州 R&D センター）
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プログラミング教室開始！ 

バラバラのパーツを 

並べて完成させます！ 

① やることを考えて

② 順番を考えて

③ 相手に指示を出す

上手くいきました☆

Ozobot を使ったプログラミング！ 

① Ozobot の動きを調べて

② Ozobot をゴールさせて

③ オリジナルコースを作ろう

ゴールまで辿りつけました☆

お父さんの働いているフロアへ 

行って、名刺交換！ 

元気に挨拶できました☆ 
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○日  時 

○参加人数

令和元年７月 2５日（木曜日）晴れ 9 時半〜 

  １４家族  子ども２０人 過去最多参加人数 

福岡本社、長崎県壱岐市にある壱岐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 

10:05〜10:20 倉橋社長といっしょ 

・社員証と名刺の贈呈式

・社長から名刺交換の仕方を習う

10:20〜11:05 ＜福岡＞ペンシルスポットトレジャー隊（名刺交換をし

ながら社内見学をするアトラクション） 

＜壱岐＞ペンシルキッチン（手巻き寿司づくり） 

11:05〜11:35 ウェブサイトづくり体験

11:35〜12:05 お父さんお母さんとみんなでランチ 

12:05〜12:25 絵日記コーナー 

12:25〜12:30 自分たちでつくったウェブサイト公開！ 

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

・ ママが働いている会社を見ることができてよかった、またママの会社に行きたい

・ お絵かきやおままごとが楽しかった！お姉さんたちと一緒に名刺交換や探検が

できて嬉しかった

・ 名刺交換の司令をクリアするのが楽しかった！倉橋社長の隣で絵を描けて、ほめて

もらえて嬉しかった

・ パパが講師でしゃべったからびっくりした

・ ペンシルは動物がいっぱいいて、明るくて楽しそうな会社だった

・ 何回も参加していたら、名刺の肩書が変わっていて嬉しかった

○ 社員の感想（同僚や上司など）

・普段見せない上司の顔を見ることができて新鮮でした

・子どもがいるだけで普段の職場が明るく元気になって、パワーをもらえた

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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・去年来てくれたお子さんが大きくなっていて、子どもの成長を感じた

・ ファミリーデイに参加してから、家で会社や仕事の話をすることが増えた

◯参加したご家族の感想

・ 子どもたちの、私の仕事に対する理解も深まって「お仕事がんばってね」と進んで

言ってもらえることが多くなった

・ 子どもに「ペンシルが好き！」と言われることがとても嬉しい

・ 同じ年の子とお友達になれたのが嬉しかったようで、また今度遊ぶ約束をしていた

・ 自分の書いたものがウェブにアップされていることがとても嬉しいようだった

・ お土産にいただいたノベルティの箱に「たのしいぺんしるたからものいれ」と書い

て貼っていたのを見て、私が感動した

・ 母親が働く場所を見せることができ、仕事のことをもっと話せるようになった

・ 親子で参加するプログラムもあり、ただの夏休みの思い出に留まらず一生忘れない

思い出になったと思う

・ 自分の作品がアップされたウェブサイトのスクリーンショットをパパに送って

喜んでいた

・ 保育園に行きたがらない日もあるけど、母親が働いていることを具体的にイメージ

してもらえたみたい

◯当日の様子

【ペンシルってなんの会社？】 

自己紹介が終わったら、最初のプログラムは

自分の子どもも参加しているウェブプロデ

ューサーからペンシルがどんな仕事をして

いるのか、楽しいクイズを交えながらわかり

やすく説明を受けました。取引先に子どもた

ちがよく知っている会社名が出ると盛り上

がります。ウェブコンサルティングって難し

そう仕事だけど、なんだかお父さんお母さん

はすごい仕事をしているということだけは

わかったような様子でした。 

【くらはし社長といっしょ。】 

次に登場したのは社長と呼ばれるえらい人。

社長というとスーツ姿のおじさまを想像して

いたら、ペンシルの社長は何だか少しイメー

ジと違うかも。そんな倉橋社長からひとりず

つ名前を呼ばれて自分の名前の書かれた名刺

と社員証が手渡されます。何度も参加してい

る子は肩書もグレードアップされていて嬉し

そう。名刺を受け取ったら初めての子も経験

のある子もみんなで名刺交換の練習です。 
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締めくくりとして子どもたちが描いたファミリデーの思い出を大きな作品に仕上げました。 

今も福岡本社に飾り、来客の方々やスタッフの目を楽しませています。 

【ペンシルスポットトレジャー隊】 

名刺交換の練習がおわったら、ペンシル社内の

面白い楽しい場所を探検し、『しれい』をクリ

アーしながら、スタッフとも名刺交換をしてい

くゲームに出発です。「パンダのぬいぐるみを

腕に巻き付けている人」や「季節外れのサンタ

クロースを探せ」などの『しれい』をひとつず

つ全部クリアーしたら、ペンシルマスターのメ

ダルがもらえて、みんな嬉しそう。子どもたち

に声をかけられたスタッフも思わず笑顔です。 

【ウェブサイトをつくってみよう！】 

ペンシルの仕事を子どもたちに理解してもら

うため、今回はウェブサイトづくりにも挑戦

しました。まずはお父さんお母さんにインタ

ビューし、その内容が絵や文章で表現したコ

ンテンツとして実際のペンシルのウェブサイ

トに掲載されます。出張中のパパとはテレビ

会議を接続して、「パパはどんなお仕事をして

いますか？」と照れながら質問する姿にパパ

も思わず笑顔がこぼれます。

【じぶんたちのウェブサイト公開！】 

もりだくさんのプログラムのあとはお父さん

お母さんも集まってお待ちかねのランチタイ

ム。社長も参加して大きなテーブルを囲みまし

た。そしてランチのあとは、いよいよ自分たち

でつくったウェブサイトの公開です。ウェブサ

イト公開を掛け声とともに見守ると、あちこち

で歓声があがります。さっきつくったものがす

ぐに世界中に発信されるインターネットの素

晴らしさ、子どもたちにもわかったかな？
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「い～な」ふくおか・子ども参観日

実施報告書
会社名称

日時

株式会社ミカサ

２０１９年８月７日（水）

参加人数 ３家族（うち子ども６名）

実施場所
本社

（福岡市博多区博多駅東 1 丁目 16 番 14 号）

福岡市立西体育館
（福岡市西区拾六町 1 丁目 13 番 35 号）

58



9：30 スケジュール説明

9：40 任命式

10：00 自己紹介

10：20 会社紹介

10：45 役員室見学・名刺交換
仕事体験

AM

・体を動かすのは楽しかったです。
・ 仕事場の人優しかった。また行きたい。
・ 耳が不自由な人にとって手話とは、とても大切な物なんだと感じた。
・ 仕事が忙しそうで大変だなと感じた。
・ ミカサは人の役に立つ仕事、体験したことを活かして自分にできるように取り組ん
でいきたいと思った。
・ 大人の人たちは、いつもこのような挨拶をしているなんて大変だなと思った。
・ 将来、こんな会社で働きたいなと思った。

・子ども達も仕事や会社の体験が出来て、楽しかったようです。仕事について考える
貴重な時間になりました。
・今まで仕事をしている姿というものを子ども達がみる機会がなかったため、いい機
会かと思い参加しました。子ども達が楽しんでいたので良かったと思いました。
・いつもと違う父親を見せたくて申し込みました。ところどころ難しいところはあっ
たものの、真面目に体験していたようでした。

13：45 ビデオ鑑賞（体育館の１日）
館内・館外見回り

13：30 西体育館の館長挨拶

14：30 体操教室

15：30 閉会式

16：00 解散

PM

当日の主なプログラム

子ども達の感想

参加した社員の感想
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スタッフと子どもたちとまずは自己紹介。途中、「手話で遊ぼ
う」コーナーを設け、手話で名前やあいさつを練習しました。
少し緊張がほぐれたところで、保護者が普段どのような会社
で働いているのかを伝えるべく、会社概要や理念をわかりや
すく紹介しました。

■自己紹介・会社紹介

子ども達それぞれに名刺を作成し、社長をはじめとして、役
員や社員と実際に名刺交換を行いました。初めての体験で緊
張気味の子どもたちを社員も暖かく見守り、フロア全体に響
く子ども達の声で職場全体がより明るい雰囲気になりました。
その後、封筒への押印やＣＳＲレポートの製本など事務を中
心とした仕事を体験しました。スタッフにやり方を教わると
黙々と真剣に取り組んでいました。

■名刺交換・仕事体験

指定管理物件として管理している「福岡市立西体育館」へ赴
きました。まず館長からの挨拶後、名刺交換。そして、西体
育館に所属するスポーツ指導員の引率のもと、子どもたちは
館内および館外を巡回し、不審なものがないか・破損物はな
いかなどを見回りました。興味津々で色々な場所を見たのち、
体操教室に参加。楽しみながらスポーツ指導員の日常業務を
体験しました。

■管理・運営業務体験
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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 令和１年８月９日（金）
○参加人数 ２５家族 子ども ３８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2019』

時 間 内 容

9:00～9:10 オリエンテーション
9:10～9:40 名刺交換

9:40～11:40 イベント体験
(紙レーサー・デジタルメッセージボード・缶バッジ作成)

11:40～12:00 クロージング(全員で写真撮影)
12:00～ 親子で退社(午後年休取得)

○子どもたちの感想
・自分の名刺が持てたことと社会人の気分が味わえて嬉しかった。
・自分で描いた絵がレースで走り、一位になったので嬉しかった。
・初めてのブースでよかった。自分のオリジナルバッジが出来て思い出になった。

○社員の感想
・頂いた名刺を大切にしまい、「いつか私もリコーで仕事をする」と言っていました。
・緊張したみたいですが、いい経験をさせて頂きました。ありがとうございました。
・写真という形で残るので、親も想い出の品が残って嬉しかった。
・限られた時間を有意義に過ごせる工夫がされていて、満足でした。
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名刺交換

紙レーサー体験

デジタルメッセージ
ボード体験

大きな声で、練習の成果を
発揮していました！

自分が描いた絵が画面上でレース！
1位になれるか、子供たちはレース終了

まで大興奮でした。

最後は、パパママへのメッセージを書いて
お土産として持って帰ってもらいました。
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集合写真

缶バッジ作成
オリジナルバッジの完成！！
カバンに着けて帰った子、洋服に
着けて帰った子、様々でした。

まだまだ遊び足りない子、疲れきった子、様々でしたが、夏休みの
思い出として満足いただけたのではないかと思います。また、次回
も楽しい企画を用意したくさんのご参加をお待ちしております。

63


	(全体版)令和元年度子ども参観日実施報告書
	(全体版)令和元年度子ども参観日実施報告書
	(全体版)令和元年度子ども参観日実施報告書
	000_表紙　はじめに　目次
	00_賛同実施企業・団体一覧 
	01_【アサヒビール】子ども参観日報告書
	02_【岩田屋三越】子ども参観日報告書
	03_【NTT】子ども参観日報告書
	05_【大高建設】子ども参観日報告書
	06_【九州旅客鉄道】子ども参観日報告書
	07_【九電工】子ども参観日報告書
	08_【西部ガス】子ども参観日報告書
	09_【サン電工社】子ども参観日報告書
	10_【正興電機製作所】子ども参観日報告書
	11_【大和リース】子ども参観日報告書
	12_【トランス・コスモス】子ども参観日報告書
	13_【西日本シティ銀行】子ども参観日報告書
	14_【西日本新聞社】子ども参観日報告書
	子ども参観日報告書（様式）
	号外：紙面の日付と児童名外し

	15_【西日本鉄道】子ども参観日報告書
	16_【日新産業】子ども参観日報告書
	【日新産業】子ども参観日報告書
	Sheet1

	【日新産業】こども参観日写真R01.08.09

	17_【パナソニック】子ども参観日報告書
	19_【隅田保育園】子ども参観日報告書
	【隅田保育園】子ども参観日報告書_1
	【隅田保育園】子ども参観日報告書_2(修正)

	20_【富士通九州ネットワークテクノロジーズ】子ども参観日報告書
	21_【ペンシル】子ども参観日報告書
	22_【ミカサ】子ども参観日報告書
	23_【リコージャパン】子ども参観日報告書
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3


	【修正分】（エフコープ）子ども参観日報告書（様式）

	子ども参観日報告書（福岡市役所）

	16_【日新産業】子ども参観日報告書
	16_【日新産業】子ども参観日報告書
	【日新産業】子ども参観日報告書
	Sheet1


	こども参観日写真R01.08.09（修正）




