
 



平成27年度 第３回（Ｈ27.9.30）「子ども・子育て支援会議資料」（資料4-3）

全小学校
問１ お子さんから見て、このアンケートを主に記入されたのはどなたですか。

問２ お子さんは現在、何年生ですか。

問３ 「なつひの」には参加しましたか。
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問４ 保護者として「なつひの」があって良かったですか。

問6 お子さんは夏休み中、どこで過ごすことが多かったですか。
（複数回答　３つまで）

問7 保護者の方は夏休み中、お子さんにはどこで過ごしてほしいですか。
（複数回答　３つまで）

大変良かっ

た 

426 

39% 

良かった 

284 

26% 

おおむね良

かった 

54 

5% 

分からない 

332 

30% 

「なつひの」あってよかったか 

大変良かった 

良かった 

おおむね良かった 

分からない 

80 

228 
133 

952 

230 
164 

107 
54 

106 108 

406 

64 
155 

67 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

夏休み過ごした場所（現実） 

59 

162 
135 

582 
645 

163 

316 

170 187 

55 

255 

7 

330 

32 

0

100

200

300

400

500

600

700

夏休み過ごす場所（理想）  



平成27年度 第３回（Ｈ27.9.30）「子ども・子育て支援会議資料」（資料4-3）

問8 お子さんは夏休み中、誰と過ごすことが多いですか。
（複数回答　　３つまで）

問9 「なつひの」のパートナー（スタッフ）は、保護者や地域のボランティア
の協力で運営されていることはご存じですか。

問10 今後、機会があったら「なつひの」のパートナー（スタッフ）として、

38

「ひのっち」の運営に携わることに興味はありますか。
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問１1 問１0で「１．かなり興味がある」か「２．少し興味がある」を選んで
いただいた方に伺います。

問１2 「なつひの」実施は何でお知りになりましたか。

問１３ 「なつひの」参加の手引きは読みましたか？
「なつひの」参加の手引きは読みましたか？
読んだ
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問１4 「なつひの」連絡カードはわかりやすかったですか？

問１5 夏休みに何日（だいたいで構いません）「なつひの」に参加しましたか？

問１6 「なつひの」には何時（だいたいで構いません）から参加しましたか？
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問１７ お子さんを「なつひの」に参加させた理由を教えてください。
（複数回答可）

問１８ お子さんが「なつひの」に参加中、保護者の方は何をされていましたか。

問１９ お子さんは「なつひの」での活動をどのように感じていますか。
ひのっちをどのように感じているか（児童）
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問２０ 問１９の回答に対して伺います。保護者の方がそのように感じている
理由は、次のうちどれですか。
（複数回答　３つまで）

問２１ 「なつひの」の必要度についてお答えください。
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スーパーひのっち「なつひの」に対してご意見やご要望等がございましたら、ご記入ください。

コメント 学校

パートナーの方には感謝申し上げます。 日野三小

お友達がいないと「ひのっち」には行けません。
しかし、仲の良いお友達と遊ぶ場が安心な学校でありがたいです。

日野三小

「なつひの」では大変お世話になりました。一人で外で遊ばせる不安があるものの、
赤ちゃんがいるのでなかなかついていくこともできず。本人は「なつひの」に参加して
とても楽しかったようです。
「なつひの」にいくと優しいパートナーさんやお友達がたくさんいて色々なお話しや遊びをして
刺激になったようです。是非、これからも続けて欲しいと思います。
パートナーさんありがとうございました。

日野三小

とても助かるシステムでした。
近くに親など預けられる人がいないので今後も続けて欲しいです。
夏休みの間やって欲しいのですが、大変でしょうか？今回は７月に１度、８月に１度
利用しましたが８月は中旬にも、（お盆と重なりますが）１度あれば助かると期待していま
す・・・
（周辺のお友達が帰省してしまうと遊び相手がいなくなってしまうので・・・）
学校で遊んでいてもらえるのは、安全面からも安心できます。
プールもセットで参加して充実した一日となっていました。
ボランティアの方々ありがとうございました。

日野三小

なつひのお世話になりました。なつひのカードについての意見です。
・もちもの・開設時間、期間が書いてあるともっと良かった。理由：手引書は大切にしまってお
く、
カードは利用の度に目にするので久しぶりの利用（たとえば夏休みの後半とかに）の時、
持ち物・時間など書いてあったらいいなーと思ったので。
夏休み子どもが１日中いるという状況に保護者も戸惑うと思うので「なつひの」（低学年は特に）
ありがたかったです。プログラムというより居場所があることで、子どもたちも自分たちで
遊ぶ力・習慣が身に着くのではないでしょうか？歩いて行ける範囲にある遊び場は魅力的です。
学童クラブ児と分けたことも良かったと思います。（行き来が煩雑にならないため）
おせわになりました。来年も多くの学校で実施されることを望みます。

日野三小

学校のプールがある日、２日間参加しました。お友達と一緒に宿題をしたり、
お弁当を食べたりして楽しく過ごせたようです。パートナーさんありがとうございました。
私は現在仕事をしていませんが、将来パートタイムで働くときに夏休みがネックとなります。
「なつひの」が開催されると大変助かります。周りにも要望は多いです。

日野三小

すごくいいところで助かりました。冬休みもあるといいなと思っています。
夏休みも「なつひの」をもっと増やして欲しいです。

日野三小

プールのある日には必ず「なつひの」に寄らせていただきました。
今年は残念ながら４回だけでしたが友達にも会えるし、色々なことを教えて下さるのが
楽しかったようです。来年もまた続けて頂ければと願っています。

日野三小

今回は一度も参加してくれなかったのですが、仕事をしている母親にとって「なつひの」は
安心で心にゆとりができました。
たとえ、今回参加していなくても、突発的に子どもを預ける場があれば、何かあった時に安心して
預けられるので今後も継続を期待したいと思っております。
（上の子は利用しました。下の子は利用しませんでしたが・・）
夏の暑い時期での運営で熱中症対策など気を付けることが多い中、パートナーさんたちのご協力で
救われている母親はたくさんいたと思います。ありがとうございました。

日野三小
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毎日、学童行っていたので参加できませんでしたが、是非行かせたいと思っていました。
４年生以降の夏休みの過ごし方を不安に思っていましたので続けてもらえたら嬉しいです。
夏の公園は暑く、児童館も遠い。親が不在の家は子どもたちのたまり場になる不安もあり、
安全・安心な居場所が見つかったと親としてはありがたく思っています。
来年以降も続けてもらうことを希望します。

日野三小

「なつひの」に参加できて、子供も親も本当に良かったと思っています。
是非全校で実施できたらいいのではと考えています。ほんとうにありがとうございました。

日野三小

今回は利用する機会がありませんでしたが、来年もあれば利用したいと思います。 日野三小

「なつひの」に参加している日は友達と遊ぶ（いつもの仲間以外）ことが出来ました。
家庭ではすぐにゲームを始めますが、それ以外の遊びができたので親として良かったと思います。
パートナーさんも大変だったと思います。今後も「なつひの」実施を期待しています。

日野三小

夏休み期間本当に助かりました。今後も是非お願いしたいと思いました。ありがとうございました。 日野三小

今年度までは三季休業コースの学童クラブで育成してもらえるが来年度は４年生になるので
学童に入れないので、「なつひの」長期であればとても嬉しいです。（三季休業あればもっとい
い）

日野三小

「なつひの」運営に関わった全ての方に感謝申し上げます。ご苦労様でした。 日野三小

「なつひの」の開催日をふやしていただきたい。 日野三小

帰宅時間の変更（延長）を希望して、子供が母に連絡してきた。
パートナーさんが保護者がＯＫならいいと話したと聞き「なつひの」として可能なのか
書いていなかったのでわからなかった。（今回は結果ＯＫとしてもらい延長してもらった。）

日野三小

子供達は実施期間中、ほとんど毎日お世話になっていました。
ひのっちパートナーさんが、地域の方、保護者の方のボランティアで、暑い中での長時間の
見守りは大変だったと思います。子供達は友達とたくさん遊べて、お昼も一緒に食べることが
できたのでとても喜んで行っていました。
ボランティアさんの無理のない範囲で来年以降も続けていただきたいです。

日野三小

働いている親にとっては、とてもありがたいです。
パートナーさん、本当にありがとうございました。今後もなつひのが続いてくれることを希望しま
す。

日野三小

今年の夏休みは予定が合わず、１回しか利用できませんでした。
体育館の工事をしていて、少し心配はありましたが、朝なつひのへ行き、プール、お弁当と
とてもしっかり見て頂いていると思います。様々な予定のお子さんがいる中、１日を充実して
過ごせたようです。日数を増やしてほしいという要望は多いと思います。
ひのっちパートナーさんの負担が増えてしまいますが、是非日数を増やして頂きたいです。
公園でお友達同士で遊ぶ事も大切なのですが、大人が家におらず、すぐに駆けつけられる事が
出来ない用事がある時は本当に助かりますし、安心です。
「なつひので宿題出来たんだよー！」と子供が言ってました。
まる付けをしたり、分からないところは教えてあげられないけど教室でできるよ!と
お手紙への記載をお願いしたいです。来年以降も是非、利用させてください。

日野三小

「なつひの」時間中にドリルを持たせわからない問題があった時に教えてくれる
ボランティアスタッフがいればいいなと思います。

日野三小
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保護者が仕事をしている為、「なつひの」を安心して活用させていただきました。
午前中は学校のプール・勉強、午後は遊ぶという計画をたてて、子供自身だらけずに過ごす
ことが出来ました。ひのっちパートナーさんには日ごろから感謝をしていましたが、
「なつひの」でさらに感謝するとともにこれからも続けていっていただきたいと思いました。
暑い中、本当にありがとうございました。

日野三小

暑い中「なつひの」に参加させていただき、楽しく安全に過ごすことが出来ました。
夏休みを一人で過ごすのかと心配でしたが、「なつひの」のおかげで一人の時間が
ほとんどありませんでした。ありがとうございました。

日野三小

１人で留守番をさせることが不安だったので「なつひの」に参加できて本当に助かりました。
友達が来ない日でもパートナーさんとお話し出来たことが嬉しかったようです。
来年以降も「なつひの」が続いてほしいと思いっています。よろしくお願いします。

日野三小

来年も是非実施してほしいです。ただ、この夏は暑くて参加者もたくさんいたと思うので
パートナーさんたちは大変だったのでは…とても感謝しております。

日野三小

帰宅予定時間に天候が悪化した際に電話がつながりづらく、どうしていかわからなかったので、
天候が悪化した際や災害の時は学校にとどまるようにする等のきまりを作って頂けると
良いなと思いました。「なつひの」があると友達と遊べて安心なのでとてもありがたかったです。

日野三小

7月中は夏休み明けから月末まで通っていましたが、そのあとしばらくひのっちがなかったので
後半は参加しませんでした。８月上旬～中旬あたりも開催していただけると助かります。
おやつは持ち込み禁止となっていますが、午前中から夕方まで行っていると途中でお弁当は
食べますが、おなかがすいてしまうようです。おやつの時間もああるといいなと思います。

日野五小

なつひのがあったおかげでプールがある日はプールの前後にお友達と遊ぶことができて
良かったみたいです。親としても学校に行っていることで、安心できました。
まだ１年生だと一人で行動できる場所は少ないので今後もなつひのがあるとありがたいです。

日野五小

毎日子どもが楽しく参加させていただき本当にありがたかったです。
子どもは他学年の友達と遊んだり、パートナーの方と関わりが持てることをとても喜んでいまし
た。
暑い時は涼しい教室で雨の日も体を雨の日も体を動かして遊ぶことができ、自宅で過ごすよりも
ずっと良い環境だったと思います。学校で異学年の友達とお弁当を食べられることも普段と違う
「特別な体験」として楽しかったようです。
実施にあたり携わってくださった方々本当にありがとうございました。
今後もぜひ実施していただきたいです。

日野五小

今年は学童を利用し来年はひのっちになると思います。
新しい制度により来年は通年の学童には行けません。
なつひのはとても働く私たちには助けになります。是非とも続けて頂きたいと思います。

日野五小

放課後のひのっちでは学童から参加できるのでひのっちに参加する友達と遊べて楽しいようだが、
なつひのは学童からの参加は×だったので、子どもは残念がっていた。
五小学童、さくら第一学童なつひの共通で遊べる時間があると納得できたかな（子供が）と思う。
その時間での事故の責任etc厳しいとは思いますが…。
昔は学校で自由に遊べてたのしかったのになあ…と思っていましたが、なつひののように
学校で遊ばせてもらえるのはとてもありがたいと思います。
しかしながら、ボランティアのかたがたの愚痴もちらほら耳に入るので、問題が多い子には
注意→警告もありなのでは、と思います（親にも…）来年もまた続いてくれればいいな、と思いま
す。

日野五小
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来年も実施していただきたいと思います。
異学年や同学年の友達と遊ぶ以外にもパートナーさんとの会話や交流も楽しかったようです。
ありがとうございました。

日野五小

夏休み中は学童となつひのの両方に参加することができなかったので、
子どもは不満だったようです。学童との連携を深めて両方参加できるようにしてもらえると
良いと思います。学童となつひのは目的が違うので難しいとは思いますが…

日野五小

今回なつひのは５小に来て休み期間中も友達と安心して過ごせる機会をいただき
とてもうれしく思います。同級生だけでなく上級生や学年の異なる子ども達と交流できるのは
とてもいい経験だと思います。
自分がやさしく遊んでくれる上級生のように自分が大きくなった時に下級生にやさしくして
あげることができるのではと思います。あこがれのお兄さんお姉さんみたいになりたいなと感じて
もらえればと思います。
ひのっちパートナーの方々には休み期間中や長時間ありがとうございました。
来年もぜひなつひのがあるといいなと思います。
旭小のようになつひのスペシャル子供が体験できるスポーツ教室などイベントが
できたらいいなと思います。ＰＴＡ保護者学校の協力がいるので大変かとは思いますが。

日野五小

学童に通わせているのでひのっちに出席させたことはありませんが、少しの時間でも
子どもを預けたい親にはとても良いことだと思います。親はとても安心して預けられると思いま
す。

日野五小

家にいるとだらだら過ごしがちな夏休みになつひのがあったおかげで楽しい時間を過ごすことが
出来ました。ありがとうございます。来年以降もなつひのがある事を期待しています。

日野五小

夏休み中にも親子ともに安心して預けられる、過ごせる場所の選択肢が増えたのでとても
ありがたかったです。また、子どもの行き慣れた学校での運営でしたので抵抗なく参加
できたのも良かったです。ぜひ来年も開催してほしいです。

日野五小

来年度は勤務時間が学童に入れないものなので、なつひのは来年度もやってほしいです 日野五小

今回は参加することができませんでしたが、子どもはひのっちが大好きで夏休み中も学童休んで
ひのっちに行きたがる日もありました。ぜひ、なつひのは続けて頂きたいと思います。

日野五小

夏の暑い中、子ども達がわがままを言ったり困らせたりもしたでしょうが、大変助かりました。
ありがとうございました。来年の夏もあってほしいと願っています。

日野五小

夏休み初めてのひのっちでしたが、夏休み中だとあまり会えないお友達とたくさん遊べて
楽しかったようです。また来年も行きたいと言っているので、ご検討よろしくお願いします。

日野五小

今回は習い事の発表会などでなつひのは利用できなかったのですが、来年度も是非
やってほしいと思います。今子ども達を安心して遊ばせる場所ではないと心配な世の中です。
学校で知っているお友達と安心して遊べるというのは親としては本当にありがたいです。
日野市は夏休みの始まりは早く、終わりもきっちり8/31まで休みなのでなつひのはどこの
小学校でも有難いと思います。でもその中で子ども達のために働いてくれているパートナーさんに
は
本当に感謝しています。私も子供の手が離れたらぜひ協力したいと思っています。

日野五小
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今回なつひのには参加しませんでしたが姉が参加したため、一人で学童に行くことなく
一緒に登下校できたのでよかったです。また、今後学童を卒所することを考えると、来年以降も
なつひのを実施してくださることを強く希望します。
できれば夏休み中はへいじる全日開催してほしいです。冬休み春休み期間の実施も希望します。

日野五小

家にいても妹とけんかするので親としてはなつひのに行ってほしかったです。
ただ本人は行きたくなかったようです。
魅力的なイベントがあれば少しは行く気になるのかな、と思います。

日野五小

暑い中、パートナーさんもお忙しい中子供を見守ってくださり本当にありがとうございました。
娘は1年生で学校生活も始まったばかり、まだまだ慣れないことも多い中でしたがなつひのに
参加することで学校という場にも親しむことができたし、異学年のお子さんとも交流することで
学校に通う楽しみもふえました。また、パートナーさんの接し方もやわらかく迎えに行くと
学童とは違ったアットホームな雰囲気を感じました。私は子どもの頃1年生の頃より鍵っこ
でしたので子ども達が集まれる場にあこがれがあり大学の頃には教育免許も勉強していたので
学童保育でバイト経験もあります。
学童のよさももちろんありますでどちらかというと学校生活の延長線上にある感じがしますが、
ひのっちは地域の方、ご年配の方もパートナーさんとして参加してくださっているので子供は
普段祖父母とも離れて暮らしているためそうした年長者さまのお話しや遊びに触れることも
大変良い点だと思っております。
今年のなつひのは実験的というお話でしたが、ぜひ続けてもらいたいと思っています！！

日野五小

安心して遊べる場所があってうれしいです。いつもありがとうございます。 日野五小

子どもは楽しく毎日参加していました。ほとんどひのっちを利用させて頂きました。
その分家事や下の弟や妹のめんどうをゆっくり見ることができました。

日野五小

なつひので過ごしていた際に友達同士でトラブル等あった時など連絡する方法があればいいと思う 日野五小

なつひのに行ける日数は少なかったですが、とても楽しく通う事ができました。
特に、他学年のお姉さんがよく面倒をみて一緒に遊んでくれるようで、喜んでいました。
ボランティアで運営してくださっているとのこと、とても感謝しています。
これからもよろしくお願いいたします。

日野五小

わが子は今回参加しなかったのですが親としては友達と学校で遊べるチャンスだし
ぜひ参加してほしかったです。また、実施時間も長いのでとても助かる企画だったと思います。
子どもだけで公園で遊ばせるのは少し不安な世の中ですので、
スタッフの方に見守られながら学校で過ごせるのは本当にすばらしいと思いました。

日野五小

・補習授業など勉強を見てもらえる時間、もしくはみんなで勉強をする時間をもうけて
　もらえたからありがたい。
・イベントを増やすなど多少料金が発生してもいいので様々な体験、工作などが
　できればもっと参加したい

日野五小

なつひの実施は大変良かったです。学校プールに参加したあと、そのままなつひので
過ごすことができるため、充実した1日を過ごせました。
親としては学校で遊べることが安心ですし、家事や用事を済ますことができるのも大変助かりま
す。
来年度もぜひ実施していただけたらと思います。

日野五小



平成27年度 第2回（Ｈ27.7.30）「子ども・子育て支援会議資料」（資料4-3）

なつひのがあったおかげで夏休みを規則正しく過ごすことができました。
また学校のなかのため親としても安心でした。来年もぜひ活動していただきたいです。
また、日数も増やしてほしいです

日野五小

いつも子ども達の安全を見守ってくださるパートナーさんにはとても感謝しております。
なつひのは子どもがとても喜んでいました。また来年度もあるとうれしく思います。

日野五小

子どもも保護者も安心できる長時間すごせる居場所をつくっていただいてとても助かりました。
来年度もぜひ！お願いします！！

日野五小

なつひのを利用させていただきありがとうございました。
7月は特に暑い日が多かったので子供だけでの留守番はとても心配でしたがなつひのが
あったおかげて安心でした。子どももとても楽しかったようで自ら「ひのっち行きたい！」と
いう日も多々ありました。ひのっちパートナーさんには大変お世話になりました。
ありがとうございました。来年もぜひなつひのをお願いいたします。

日野五小

今は学童クラブが利用できるので安心して仕事に行けていますが、学童クラブが利用
できなくなったらと考えると子供が１日中ひとりで過ごすことにとても不安があります。
そのような時になつひのがあると保護者としてもとても安心できかつ子供も家にとじこもる
ことなく活動的に夏休みを過ごせると思います。
ぜひ来年度以降もなつひのの実施をお願いしたいと思います。

日野五小

学校プールの期間中以外にも児童館の休館日に実施していただけるととても助かります 日野五小

公園やショッピングモール、コンビニ、友達の家（大人がいない）等…できれば
子供だけで行ってほしくない所がたくさんあります。
低学年のうちはひのっち、なつひのなど安心して楽しく遊べる場が必要です

日野五小

後半は宿題が終わらずあまり参加できませんでしたがなつひのはとてもよかったです。
パートナーさんが見守ってくださるので安心して参加させられます。
ぜひ、これからもよろしくお願いたします。夏休み中、ありがとうございました。

日野五小

子どもを家に残して仕事に出かけるのが不安だったので今年なつひのがあって大変助かりました。
ひのっちも以前夏休み中も行われていたと記憶していますが、午前中の早い時間からでは
なかったので、今回のような時間設定でお弁当も食べられるというのがよかったと思います。
子どもが安全に元気いっぱい遊べる場所があるということが保護者にとっては何よりです。
パートナーの皆様ありがとうございました。

日野五小

学童と違い朝8時から開いているのは働く保護者には魅力的だが完全にボランティアさんや
保護者の方がみてくれているのには専門性の面で少し預けるのには不安があると思う。
学童利用ができなくなる４年生～利用を考えたいと思う。
（できたら４年生以降も学童を利用していきたいが・・・）

日野五小

仕事をしていますがパートなので学童には入っていないのでとても助かります 日野五小
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夏休みひのっちとても助かりました。ありがとうございました。
仕事や出かける際も学校ならば子供も親も安心でその日に行きたければ行きたい時間だけ
行けるというところがいいです。お弁当も持たせられるので子供もピクニック気分で
とても楽しみにたのしんで過ごせたようです。今年は特に暑く、外で遊ぶにも危なく、
プールに何度も連れて行くこともできないので家の中で過ごす時間が多くなってしまいました。
ひのっちに行けば自然と体を動かしたりストレスもためずに済むと思います。
学校という場所に行くことで長い夏休みで生活のリズムが崩れたり、友達との関係や学校が遠い
イメージになり行きたくない…ということも少なくなるのではないかと思います。
来年の夏休みもぜひ行っていただきたいのでお願い致します。
できたら、８月上旬もあると助かるな、と思いました。

日野五小

今は子どもが３年生以下なので学童を利用できますが、４年生になったら日野市では
学童クラブに入れません。４年生になったときに夏休みのなつひのがあったら仕事を
している保護者としては大変助かります。
なつひのを定着させていただくとうれしいです。よろしくお願いします。

日野五小

予め予定があり５日しか参加できませんでしたが、なつひのがあってとてもよかったです。
休み中、親と子の時間ばかりというのも子供にとっては飽きてしまうので、友達と遊べる
居場所があるのはよかったです。児童館よりも思い切り遊んでいたように思います。
同じような時間は難しくても（短縮しても仕方ない）ぜひとも来年以降も実施してほしいです。

日野五小

今年は参加できませんでしたが来年度もありましたらぜひ参加したいと思っています。
継続をお願いします。

日野五小

現在3歳の下の子が小学校に入ったらパート等働き始めたいと思っていますが、
夏休みが始まるパートの間子供を見てもらえるところがないとパートを続けられない…など
先輩ママから聞きます。実家も遠方のためなつひので遊んでいてくれる…という安心感が
あれば働いてみたいという専業主婦のあとおしになると思います。

日野五小

学童クラブを卒所した後に利用する可能性が高いですが、ボランティア頼みの運営が心配です。
きちんとした教育を受けたスタッフさんを中心に運営してほしいです。
補助的にボランティアの方がいるのはいいと思います。

日野五小

今年はなつひのがありとても楽しく過ごせたようです。
ぜひ来年以降もよろしくお願いいたします。
ひのっちパートナーの管理体制もよく、安心して参加させることができました

日野五小

学童利用者が参加できないのであまり興味はなかったのですが、子ども達の居場所の
ひとつとして今後も続けていくようであれば学校に在籍している子供は誰でも利用できないと
意味がないように思います。ただ、学童とは明確にことなる預かり保育ではないことを保護者に
認識してもらう必要があります。パートナーの方も毎日何人くるか分からない中で暑いなか
子ども達を見守ることもかなりの負担です。
利用する子ども達、保護者、パートナーの方々おたがいが満足して運営できる様にするには
まだまだ検討する点があると思います。

日野五小
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私（母）がフルタイムで仕事をしており、小学校入学時に学童に入りましたが、
１年生の２学期で本人の希望により退会をしました。１年生の冬休み、春休みは１人で留守番を
することになり、本人も私もとても不安な状況でしたが、この夏休みはなつひのに
参加することができ、とてもたのしく充実した夏休みを過ごすことができました。
親が仕事をしているので子供は学童に入っていないというパターンはあまりないのかも
しれませんが、今回なつひのを運営していただき、本当に助かりました。
とても感謝しています。今後も夏休みのひのっちの開催を強く希望します

日野五小

学童の子はいけない、ということで残念でした。
通常のひのっちと同じく利用できれば学童に行っていないこと遊ぶこともできたのに…と思いま
す。
また、ひのっち（なつひの）は８時スタートで学童は8時半スタートということでむしろ学童を
8時スタートにする、もしくは8：00～8：30まではひのっちＯＫとはできないでしょうか。
（会社の始業時間を考えると8時半では遅い）
学童との連携を考えてくださるとよりよいひのっちになるかと思います。
今回の取り組みは学童終わった後のことを考えるとすごくありがたいことと思います。
ぜひとも継続してくださいますようお願いします。

日野五小

2年生なので学童で過ごしますが、４年生以降にひのっちを利用できたら、させたいと考えています。日野五小

今は学童に行かせているので行かせたことがありません。
今後ひのっちを利用させてみたいと思います。

日野五小

学童に通っているため、慣れている学童に夏休み中は行かせました。
でも、学童に行ってなければひのっちという居場所があるととても安心して遊ばせられて
いいと思います。他の小学校とのローテンション制でもいいと思いますが、
こういったなつひのの日を設けていただけると助かります。

日野五小

夏休み中の子どもの遊び場のひとつとして親としてはとても安心して行かせられる
場所だと思います。急用などが入り、子どもをどこかに預けなければならない時等は
児童館と同じように安心して遊ばせられる場所だと思います。
今後も夏休み期間中に開催され続けてほしいと思います。

日野五小

今年は夏休みになつひのがあったおかげでとても助かりました。
夏休みはじまったと同時にはしかにかかってしまい、一週間動けなかったのでなつひので
過ごさせていただき私も安心して療養できました。
ひのっちパートナーさん達の目が届くところで自由にいろいろな友達をつくり、たくさん
遊ぶことができたのを本当にありがたく思っています。本当にお世話になりました。
今後もひのっちでお世話になります。よろしくお願いいたします。

日野五小

仕事をしていなかったら多分参加させたいと思っています。
子ども達の居場所になるし仲間と遊べるから貴重な場だと思います

日野五小

今年は学童クラブに所属していたので利用することはなかったが、来年からは
学童クラブもなくなるので利用することが多くなると思います。
夏休みも利用できることはありがたいことだと思います。

日野五小
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なつひのを開始するのは賛成です。学童に通っていますが4年以降の長期休みの期間のことを
考えると頭を悩ませているからです。そもそも学童の保護者は長年4年からの育成も
希望し続けてきました。ところが枠を広げることはおろか最近は利用する際の基準を引き上げら
れ、
もともと学童に通っている家庭に対して全く冷たい処遇ばかり感じます。
三季休業コースを設けたりパート、短時間等で仕事をしている家庭には恵まれた環境に
なりつつあるものの、もともと通っているフルタイムの家庭には特に夏休み等の長期休みには
延長育成もなくなり、厳しい状況は変わりません。
なぜフルタイムで働く本当に育成が必要な家庭の支援がなされないのでしょうか。
なつひのに賛成するのも、4年以降の長期休み期間に向けて厳しい状況にあるからです。
本当に支援が必要な家庭に向けて学童、その他のじょゆ教を改善してもらえるよう、願っていま
す。

日野五小

なつひのが好評だったとうかがっています。
ぜひ来年度以降も継続していただけたら、と切に願います。よろしくお願いいたします。

日野五小

パートナーさんには日頃より感謝しております。
なつひのは日程的にプール等の後に参加する型でした。天候やお弁当の管理が不安があり、
お弁当を持たせてもしものことがあったら、今年は増築工事もあり、外や体育館で十分に
安全で遊べるか等あり、なつひのは参加した日数が少なくなり、とても残念でした。
下の子が小学校入学したらパート等を考えているので、今後も継続してなつひの開催して
いただけると助かります。夏休みしかできない予定を入れていて、毎日忙しい日々でしたが
学校で子ども達の居場所があることに感謝です。
大阪の中1事件がありましたが、夏休みだからこそ、子供が安心して過ごせる場所や地域の大人と
子供が安心して過ごせる場所や地域のおとなとこどもが交流する場所は大切だと思います。
家族とは別に第三者の存在が子ども達を救っていくと信じています。
二児の親として毎日がめまぐるしく忙しいですが、親子が少しでも距離をおける場所をもっと
作ってほしいと思います。
今は、子供が帰宅時間におかえりなさいをしたくてその時間は毎日家にいるようにしていますが、
手がかからなくなったらパートナーさんになってみたいです。

日野五小

親に用事がある時、お友達を誘ってひのっちへ行ってもらうと安心できます。
お友達の家に預かってもらうと気がひけてしまい、頼みにくいですが、
「一緒にひのっちで遊ぼう！」と誘いやすいので助かりました。ありがとうございました。

日野五小

暑い中ありがとうございました 日野五小

また来年もなつひのを開いていただきたいです。よろしくお願いします。 日野五小

学童も利用しており、学童参加日は子どもが希望してもなつひのに参加できないのが残念でした 日野五小

今年は参加しませんでしたがなつひのがやっていてくれると心強いです。
いざという時に行ける場所があると（働いていて学童はやめているので）とても助かります。
大変かと思いますがこれからも続きますよう願っています。ありがとうございました。

日野五小

来年もなつひのを開催してほしい。
学童には入れない条件の働き方だとなつひのがあると親が安心して働きに行ける。
家で1人留守番だとテレビやＰＣを見てだらだらしてしまうことが多いがなつひのがあると
生活リズムにメリハリがついてよかった。友達が学童にいて一緒に遊べないのを残念がっていた。
有料でいいので習い事教室を開催してもらえるとうれしい
（たとえば…書道、英会話、サッカー、そろばんetc）
短期があるとなつひのに行くきっかけにもなるので。
今年の夏はなつひのがってとても助かりました。ありがとうございました。

日野五小
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今年初めてのなつひのでしたので前半は友達行っているかわからず家やプール（市民プール）等で
過ごしていましたが、あるきっかけ（学校プールのあった日）で友達と一緒に遊べると思い、
用事がない日は楽しく参加していました。
来年もなつひのがありましたらちょこちょこ行くと思います。

日野五小

夏休みに入ってすぐ利用させていただきました。
学校の1学期が終了した流れでそのまま通いましたので生活のリズムが崩れずによかったです。
夏休み、家で過ごすには長すぎると思いましたので学校という安全な場所で普段お世話になり
顔見知りのひのっちパートナーの方々に囲まれて過ごせることはおやとしてはとても安心で
ありがたいことだと思いました。学年を問わず色々なお友達と遊ぶことができ、広い部屋で遊べた
り、
冷房の効いた部屋も用意してくださりお昼を食べられたり、また学校のプールを利用した後も続け
て
遊べたり（プールへの参加も声をかけていただいたり）とても良い日々を過ごせたと思います。
子どももとても楽しんでいました。このような事業のある日野市に暮らせてよかったと思います。
暑い中、パートナーの皆様は大変だったかと思います。本当にありがとうございました。
長い夏休み、メリハリをつけるためにもぜひこれからもなつひのを継続していただけると
ありがたいです。下の子も入学しますので姉妹で利用したいです。どうぞよろしくお願いいたしま
す

日野五小

なつひのの開始時刻は8時、学童の開所は8時半です。
朝なつひのに立ち寄ってから学童クラブに行かせたいと親としては都合よく考えてしまいますが、
子供は30分で移動という気持ちにはならないと思うので、そのような利用はしませんでした

日野五小

働いている親としてはなつひのの存在はありがたいものです。
小3までは学童クラブがあるのでよいのですが小4以降家に一人で子どもを残していくことには
不安が残ります。そんなときになつひのを利用させていただけると助かると思います。

日野五小

3年生のお友達がいて遊べた時は楽しかったと言っていました。
でも、いない日もあったようです…。それでもひとりっこなので家に一人でいさせるより
安心、安全で助かりました。来年もあるといいなと思います。
パートナーさん達にはなつひのだけにかかわらずひのっちでもお世話になり大変感謝しておりま
す。
ありがとうございます。

日野五小

学童がなくなる4年生からはなつひのはとても有効だと思います。働くお母さんも増え、でも家で
一人で留守番を1日させるのはとても不安な状況なので期間を限定しないで出来るだけ長く
行ってほしいです。

日野五小

私としてはなつひのに1日でもいいので参加してほしかったのですが、残念ながら子供が
嫌がって1日も利用することができませんでした。
夏休み中、耳鳴り、吐き気、体が痛い等、原因がわからない不調に襲われるときがあり、
家庭以外で安心して預けられるところがるというのは本当にありがたいです。
ボランティアの皆様、本当にありがとうございます。
あとは子どもが喜んで行ってくれるといいのですが…

日野五小

学童が3年生までなので夏休み安心して遊ばせられるところがあると安心します。
ちょっとまだ1人で公園で長い間遊ばせたりするのは恐ろしく感じます。
来年は学童が終わってしまうのであったらいいなと思います。

日野五小
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長期の休みは暇を持て余し気味になるのでなつひのがあって本当によかったです。
また、両親とも仕事に出かけると今までは兄弟だけで、留守番することになっていたのですが、
学校でその時間ありがたかったです。
長い休み明けは学校になじむのに少し時間がかかっていたのですが、休み中も少し学校へ
行っていたためか今回はスムーズに新学期を迎えることができました。
これも1つの大きな効果だったと思います。
今後もぜひ長期休み中のひのっち開催お願いいたします！

日野五小

夏の暑い中子供たちはわがままをいったり困らせたりもしたでしょうが大変助かりました。
ありがとうございました。来年の夏もあってほしいと…願っています。

日野五小

お世話になりありがとうございました。とても助かりました 日野五小

なつひのに参加した日は毎回楽しかったよ！と汗だくになって帰ってきました。
なつひののおかげで夏休みの暑い時に親と二人で過ごす時間より友達と遊ぶ時間が多くなりまし
た。
ひのっちパートナーさんには感謝しています。
来年度もぜひなつひのを実施していただきたいと思います。

日野五小

なつひのを試行していただいてありがとうございました。
ひのっちパートナーさんには大変お世話になりました。
夏休みはお友達と遊ぼうとなかなかお約束ができないので、なつひのに行けばお友達と遊べる！
ので、感謝しています。朝から夕方まで親としてはありがたいのですが、ひのっちパートナーさん
の
負担が多いのではないかなぁ？と思いました。
なつひのという場所があることで長～い夏休みでしたが今までとは違う夏休みになりました、
ありがとうございました。

日野五小

夏休み初めてのひのっちはとてもありがたかったです。
他の学校の友人からとてもうらやましがられました。
弟妹がいるのでその子たちがプールに入っている時なつひので時間調整ができとてもよかったで
す。
来年はもっと行かせたいと思いますのでぜひやってもらいたいと思います。
いろいろな事件などがあるのでこうして安全安心で遊べるところがあるのは本当によいと思います

日野五小

今年度は毎日学童があるのでなつひのを利を利用できませんでしたが来年の学童卒所後の
長期休みは毎日自宅で子どもがひとりで過ごすことになるのが親としてはとても心配です。
ぜひ今後もなつひのを継続していただき来年度は利用させていただきたいと思います

日野五小

とても助かります。ぜひ冬休み・春休みも来年もやってほしいです。
兄弟げんかもなく、静かに別々の時間がすごせてよかったです

日野五小

夏休み中は兄弟で家で遊んですごしてばかりなので今回なつひのが5小でありとてもよかったで
す。
ともだちや違う学年の子たちで遊ぶことを通じて自分が上級生になったときに下級生に
どう接するといいか自分が優しくしてもらった経験を通してまなべるのかなと思います。
ひのっちパートナーの方々には夏休み中もお世話になりありがとうございました。
学校なので子どもも保護者も安心して遊ばせられるのでよかったです。
プール講習に参加してひのっちで友達と遊んですごせたのでとても楽しかったようです。
「たすけ」など体をうごかして遊ぶこともできて満足そうでした。
今後もスーパーひのっちがあるといいと強く希望します。

日野五小
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今年はほとんど利用しなっ方のですが、地域の方々が通い慣れた学校で子どもたちの様子を
見てくださる取り組みは非常にありがたいことと思っております。
是非来年度以降も継続、拡大していただきたいと思います。
他校の保護者には大変羨ましがられました。

日野五小

子ども達の安全を守るためにこのような場所を考えていただいたことは、
とてもありがたいと思いました。
参加した子供はとても楽しかったようで来年も行きたいと言ってました。
スタッフの方々にも優しく丁寧に対応していただき親子で安心できる場所だと思います。

日野五小

低学年の子供達にとって「ひのっち」は安心して遊ばせることができる場所であるので、
是非続けていただきたいと思います。

日野五小

仕事をしているので助かります 日野五小

「なつひの」があって本当に助かりました。来年度の実施も期待しています。 日野五小

共働き家庭なので夏休み期間中に仕事が両親ともあり祖父母に頼めない日は本当に助かりました。
ぜひ来年以降もお願いしたいです。

日野五小

この夏は大変助かりました。夏休みとはいえ、毎日出かけられないし仕事もあるので、
「なつひの」のような場所は、ありがたい。子供も自宅、友だちの家、児童館、なつひのと
選べるので家でダラダラする日が少なったような気がします。来年もぜひやってほしいです。

日野五小

子供達の安全を守っていただきながらプログラムを色々と考えていただき
本当に安心して通わせられる唯一の場所です。

日野五小

夏休みにおこなっていただき、とても助かりました。ありがとうございます。
来年も是非行った下さい。宜しくお願いします。

日野五小

是非来年も「なつひの」を開いてください。 日野五小

高学年になり学童もなくなってしまったので、今回なつひのがあって、大変助かりました。
市役所の方に以前、夏休みの過ごし方を相談したことがあり、児童館も勧められましたが、
実際は月曜日がお休みであったり、キャンプ期間も休館、そして朝も開くのが遅いということも
あり、結局は家で過ごすことになってしまうことが多くなると考えたからです。
来年以降も是非なつひのの実施を希望します。
可能であれば夏休み期間中全日実施していただきたいです。
また、冬休み春休みの実施も検討していただきたいです。

日野五小

とても良い取り組みだと思います。来年以降も是非開催してください！ 日野五小

体育館の使用はなぜできないのですか？ 日野五小

長い夏休みの居場所として、なつひのはパートナーさんが見守ってくださる安心感があり、
とてもありがたく利用させていただきました。今後も是非開催してください。

日野五小
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高学年になると利用する機会は減りますが夏休み中等長期間中に利用できるのは親としても
とてもありがたいです。家だけに居るのではなく子どもの気分転換にもなったと思います。
ありがとうございました。

日野五小

後半は、宿題が終わらず参加できませんでしたが「なつひの」はとても良かったです。
パートナーさんが見守ってくださるので安心して参加させることができました。
これからも続けていただけたら嬉しいです。夏休み中、ありがとうございました。

日野五小

夏休みの親のちょっとした用事やパートがある際、子供だけの留守番は、大変気がかりな為、
そのようなときに”なつひの”があったら利用させていただきたいと思いました。
今回利用しなかったので分かりませんが、”なつひの”に友達がいなくても、楽しく
過ごせる環境でしたでしょうか。様子と今後のために伺えるとありがたいです。
私たちが子どもの時のように、夏休みもお友達と約束してゲームでなく元気に遊べる機会を
もっともっと増やしてほしいです。

日野五小

今年の夏休みは猛暑の中、ひのっちに参加させましたが、室内の涼しい中で楽しく遊んで
帰ってきました。本当にありがとうございました。来年も是非なつひのがあると助かります。
ひのっちパートナーの方には、いつもたくさん遊んでいただいて感謝しています。
これからも宜しくお願いします。

日野五小

学童が３年生で終わり４年生の時は仕事に行く前に祖母に預ける為に連れて行き、
またお迎えに行く毎日でした。祖母が予定のあるときは一人で自宅で留守番です。
私も子どもも心配でなりませんでした。子供は一人で家にいると電話が鳴ったりセールスマンが
チャイムを鳴らしたりと怖いようです。今年の「なつひの」は本当にとても助かりました。
きっと沢山のお母さんが同じことをおもっているのではないでしょうか。
私たち保護者が子供だった頃とは、大分世の中も変わってきています。できる限り子どもを
一人で家においておきたくないです。「なつひの」どうもありがとうございました。

日野五小

友達と約束して「なつひの」にいくことがなかったので今回は利用しませんでした。
子供達の間で認知が足りなかったのかもしれません。親としては夏休み児童館以外で過ごす場の
選択肢が増えるのはとてもありがたいし安心感があります。来年以降も是非継続をお願いします。

日野五小

「なつひの」のお知らせを見て、仕事を持つ親としては、居場所があると思い、安心しました。
とは言え、５年生ともなると友達がひのっちに行くとなれば喜んで行くらしいのですが、
一人では行く気にならないとのことです。
行くように勧めましたが結局一度も行かずに夏休みが終わってしまいました。

日野五小

今年、なつひのがあって大変助かりました。
今回工事の影響か体育館は使えなかったようですが高学年の子には、体育館の子には体育館で
走り回るくらいが丁度いいみたいなので、また、次回（来年）なつひのがあれば、
体育館も使用できれば嬉しいです。

日野五小
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パートナーさんの確保が大変な面もあるかと思いますが、子供達や親にとっては、
大変ありがたい企画です。
子供達は楽しいと言いほぼ毎日朝から夕方までお弁当持参で参加しました。
普段のひのっちのお手伝いは、難しいですが夏休み限定のパートナーとしての活動ができる機会が
あるならば携わってみたいと感じました。
色々と課題もあるかと思いますが、是非来年度も実施していただけるとありがたいです。

日野五小

とても良いことだと思います。学校の友達と夏休みに遊ぶのも親としても安心です。
なにしろ学童が終わった学年には助かると思います。ただ５時にお迎えに行ったときに
学童の子は集団で帰っていましたが低学年の子で一人で帰ってくる子がいて心配になりました。
難しいとは思いますが登下校（？）改善が必要かと思いました。
（うちの場合は、友だちと一緒でない時は、送迎をしていました。）

日野五小

保護者として「なつひの」はとてもありがたいと思います。利用してほしかったのですが、
子は行く気がなく１日も参加せず終わってしまいました。
楽しく過ごせるお子さんもいると思うので夏休み中にの子どもの居場所として
毎年「なつひの」があってもいいのでは…と思います。

日野五小

低学年の子だと家で過ごすことや児童館や公園で過ごすことが親として心配なので、
ボランティアの方が見守ってくださると助かります。続けていただけると嬉しいです。

日野五小

子供がお世話になりました。スタッフのみなさんありがとうございました。 日野五小

なつひのに参加したいと思い朝から準備して出かけていきましたが初日から数日は
とても人数が多く混み合っていたようなので早々に帰ってきました。
楽しみにしていただけにその後はすっかり諦めて行く気をなくしてしまいました。
異学年と遊べるのも楽しいかもしれませんがスペース的に許されるなら、高学年と低学年と
別々にしていただけたらなあと思いました。
６年生なので来年はひのっちもなつひのも参加できません。
もう少し早くじっしされていたらなぁと思いました。

日野五小

今回数日でかよわせていただきましたが、学校のプールや補習の後お弁当もちでそのまま
ひのっちで過ごせるのはとてもありがたく子どもにとっても1日充実して過ごせていたようで
とても助かりました。学童へ行ける学年ではないので安心して行かせる場所があるのはとても
有難かったです。暑い中、スタッフの方々は大変だったと思いますが、今後も続けてほしいです

南平小

今回なつひのには参加しなかったが保護者が1日不在の時など参加させたいと思う 南平小

今回のなつひのとても有難く感謝しています。共働きのためひとりで家に置いておくのは
とても心配でした。ひのっちがあれば居場所がわかるし大人もいる、とても安心です。
本当にありがとうございました。来年は夏休み全期間openしていただければ、と
切に願っております。パートナーさん暑い中見守り本当にありがとうございました。
日野市のひのっち事業はとても素晴らしい、と実感しています。
日々のひのっちにも参加しています。これからもよろしくお願いします。

南平小
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今回なつひのがあって本当にありがたかったです。自分が仕事に行く間４年生男子を
家に半日以上子どもだけで残していくのが本当に心配でたまらない思いでした。
なつひのが8時から開いているので自分の出勤と同時に出て、お弁当を持たせ、夕方まで
なつひのにいるという安心感は私にはすごく大きかったです。
子どもにとってもなつひのに行けば誰かしらお友達がいて遊べるので家にいるより刺激的で
楽しかったのではないかと思います。やはり、大人の目があるか、ないかは全然違うので
安心感があり助かりました。
熱中症対策もしてくださっていたり、子供が急に発熱した際には優しく対応してくださり
本当にありがたかったです。来年もその先もずっとなつひのやってほしいです。
他の学校のお母さんたち（市内外とも）にも「いいな～」とうらやましがられました。
ひのっちパートナーさん、本当にお世話になりありがとうございました。

南平小

今年は家族の用事で出かけなければならない（子供を連れて行けない）用事が平日にあり
本当に助かった。夏休みは今までほとんど家族とすごしていたが友達と遊ぶことが
できてよかった。子どもも楽しかったと言っていた。
昼食持参ができて、プールのあと遊ぶことができてよかった

南平小

いつもサポートしてくださりありがとうございます。
パートにでていて初めて夏休みをひとりで過ごさせなければならないと不安に感じていた時、
なつひのの話を聞きました。一人でさみしい気持ちや心細さが少しでも軽減できると思い
参加させました。本人は「おともだちがいなかった」
「参加している子供が多く遊びたいものがすぐになくなっちゃう」と不満を口にしていましたが、
外で遊べたりパートナーさん方とお話ししたりとてもよかったと思います。
ボランティアの方々でシフトを汲んでくださり、それも1日中の活動で問題点や人員の確保など
大変かと思いますが、私たち母親にとっては大きな援助でした。
大変お世話になりました。ありがとうございます。

南平小

今後も続けてください。ありがとうございました。 南平小

暑い日が続く中とてもありがたく思います。じぶんからは友達を誘う事が出来ない子で
親同士の付き合いがないため家に行き来もありません。
ひのっち＝なつひのだからか、友達が誘ってくれて楽しく行ってました。
後半は宿題が間に合わず残念ながら参加できませんでしたが慣れた場所で慣れたパートナーさん、
日ごろからひのっちが大好きで学童も親の心配をよそにやめてしまったほどです。
こんな子をもつ親にはなつひのもひのっち同様とても大切な場になっています。
ボランティアの活動も大変かと思いますが、これからもよろしくお願いできればとてもうれしいで
す。

南平小

夏休み暑い毎日子ども達のためになつひの開催していただいてありがとうございました。
子どもを狙った犯罪が多発する中、学校を開放して頂けて親としては安心して送り出すことが
できました。パートナーさん方にはとても親切に接して頂き感謝しています。
ありがとうございました。要望として…いつもひのっちに行った後感想等を聞きますが、
一輪車やりたかったけれど他の人が使っていて、もしくは待っているから借りることが
できなかったと言っています。
新しいものを購入するには予算等あると思うので自宅で不要になったものなど声をかければ
出てくるのではないか？と思います。
日ごろお世話になっているので寄付金を集めるということもありかな…とも思っています。

南平小
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なつひのがあって子供もお友達と遊ぶことができてよかったと思います。
学校で遊べるので安全面もありいざっていう時に連絡がとれるのでいいと思います。
来年もぜひよろしくお願いいたします

南平小

イベントの日数をもう少し増やしていただけると参加できたと思います 南平小

ひのっちパートナーさんいつも子ども達の安全を守っていただきありがとうございます。
今年からパートに出たため夏休みがとても不安でした。（４年生のため学童はないし…）
そんなとき、今年は「なつひの」があると聞いてとても安心しました。
しかも前半も後半ともなつひのがあって本当に助かりました。実際のところ予定もあり、
あまり行けませんでしたがるだけでとても心強かったです。他校の保護者の方からもうらやましい
との声が多数でした。開催していただきありがとうございました

南平小

ひのっちパートナーさんには見守りという枠を超えて給水の声掛けやお弁当が
痛まないような管理、傷の手当など本当に手厚くお世話をしていただきました。
感謝しております。このような取り組みは子どもたちにとって大変必要だと感じました。
子どもの居場所は親にとってもすべてを把握できるわけではなく心配になります。
でもひのっちなら学校という場でありそこには年齢を超えた多くのお友達がいておのずと
コミュニケーションできるという利点があります。
今夏、なつひのには様々なプログラムがありました。どれも地域の方や保護者の方が
関わっているようですので本当に素晴らしいと思います。子どもも大変喜んでいたした。
これからも子ども達と関わる事のできるなにかをお持ちの方がほんの少しでも
ひのっちに歩み寄りプログラムを作って行ったりできたらさらにスーパーひのっちに
なっていくことと思います。来年もぜひ開催していただきたいと思います。ありがとうございまし
た。

南平小

子どもが友達とサッカーをしたくて参加しました。
楽しかったようですが30分の休憩が長かったと言っていました。
お世話になりありがとうございました

南平小

初めてのなつひの試行ということでしたが思っていた以上に日数時間ともに多くて助かりました。
欲をいえばもっと日数が多いと助かります。いつもお世話になっているひのっちパートナーさん方
でしたので安心して長い夏休みを過ごすことができました。

南平小

今年は祖父母がいるので利用しませんでしたがなつひのがある事で祖父母に頼まれなくなった
ときの不安が解消されています。今後もぜひ続けて頂けたらと思います。

南平小

2日間利用させていただきました。ありがとうございました。
仕事で夏休み中ひとりで過ごすことが多かったのでお友達と一緒に遊んだり宿題をすることがで
き、
とても助かりました。児童館へは様々な方が利用するので娘は行きづらく感じており友達と
過ごす場所がなかったので大変よかったです。暑い中、大変ご苦労さまでした。
ありがとうございました。

南平小
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学童を小学校4年生以上も利用できるようにしてほしいです。来年度から仕事に復帰します。
放課後、夏休み冬休み春休みの子どもの居場所についてとても心配しています。
第三子を出産し、初めて育休を取得しましたが、日中コンビニの前などで小学生がゲームを
しながら話していたり2～3人で自動販売機に忘れられた釣銭が残っているか探し回っている
ところに出くわすこともあります。知っている子どもなら声をかけますが働く親も増え公園は
制約があったり毎日行くには飽きてしまったりで子どもの居場所はなかなかないのだと思います。
学童クラブが小6まで利用できると聞き、とても期待していましたが日野市ではいつから
実施されるのでしょうか。なつひのは実施していただいて大変ありがたかったですが、
学童の代わりではありませんし、早く小4以降の子どもも希望すれば学童を利用できるように
してほしいと思っています。

南平小

一年生は学童クラブに在籍していたため、学童クラブで過ごしていました。
なつひのがあることで学校内も予想以上に子どもたちも参加していて賑やかで
明るい雰囲気があり良いと思いました。

南平小

今年から「なつひの」が始まり、ぜひ参加したかったのですが、結局参加できず残念でした。
「ひのっち」が大好きな子どもなので、もっと時間を作ってやれば良かったと後悔しています。
来年も是非「なつひの」してください。

南平小

学校プールや学習会に行く時に利用させていただきました。
兄弟で別々に家を出さなくても良く、本人たちもなつひのが楽しかったようです。
来年以降もあればまた利用したいです。

南平小

低学年は一人で公園に行かせるのは不安ですが、学校であれば場所もわかり、何かあった時に
連絡がとれるので安心できます。是非毎年実施してほしいと思っています。

南平小

長い夏休みの間、とうしても家の中で過ごすことが多くなり、お互いのストレスが
たまりがちになるため、
（親は家事の効率が下がるし、子どもは遊びがマンネリになりテレビを見る時間が増えてしまう）
息抜きも兼ねて「なつひの」に参加させました。本人はとても楽しく過ごせたようです。
工作をしたり、レゴで街を作ったり、お友達とサッカーをしたり退屈することもないようです。
今年は試験的に実施されたようですが、是非来年以降も継続して欲しいと思います。

南平小

行く行かないが自由なので気軽につかえて良かったですが、パートナーさんには大変でしょうか。
居場所がたくさんあった方がいいので助かりました。

南平小

「なつひの」に参加できたことは大変良かったです。まだ一人で遊びに行かせることには
不安があり、また近所の公園などは十分な広さがないため、ボールを使っての遊びが満足に
できないこともある中、校庭で広々とボールを使って遊ばせられたこと、本当に良かったです。
来年度以降も是非実施していただけたらと思います。

南平小
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子どもにとっての居場所をつくって頂き感謝しています。
夏休みになってもなかなか連れ出してやることが出来ず、親としても少し気を病んでしまう
ところがありました。しかし「なつひの」に参加して朝から夕方まで思い切り楽しんで帰った
子どもの様子を見たり、話を聞いたりして「ホッ」とすることができました。
「明日も行くからお弁当を作ってね」と言い、はりきっていました。
大人でも行き場や居場所がないのは辛いことです。特別な予定がなくても「なつひの」があるから
そこへ行けばお友達やパートナーさんが居てくれるから、
相手になってくれて話を聞いてくれるから。とても居心地がよかったのだと思います。
是非今後も「なつひの」を続けてほしいと思います。

南平小

子供がとても楽しかったと言ってました。親は仕事をしてるのですが、学童は行ってません
ただ、事件も多くニュースなどで見ると家に留守番をさせておくのも怖いです。
祖母に見てもらう事もありますが、子供達はたくさん遊びたいようです。
「なつひの」はサポーターさんがいらっしゃるので、安心して行かせられました。
子供も時間や約束を守る事ができました。大人の目がある子供の遊べる場所があった事は
良かったと思います。サポーターの皆様、暑い中なつひのを実施して頂きありがとうございまし
た。

南平小

暑い中での開催に大変ありがたく思います。1日中、家でだらだらをすごしがちですが、
プールのついでに行き、お弁当をお友達と食べることができ、時間を有効に使えたと思います。
生活のリズムが整いました。お弁当の保管に注意して頂き、ありがとうございました。

南平小

いつも楽しく過ごさせて頂いた様子で喜んで帰ってきて話を聞かせてもらい、
本当に有難く思っています。
自宅ではどうしても家事等で相手にしてあげられず退屈していたと思います。

南平小

暑い中お世話になりありがとうございました。公園で過ごすには暑すぎる昨今の気候、
不審者のニュースなどで耳にすると屋外で長時間子供だけで遊ばせるのにためらいます。
その点、ひのっちですと外でも中でも遊べ、パートナーさんがいて、
安心で使い慣れたトイレがあり通い慣れた場所とよい点しか見つかいません。
今後は地域の人を講師に日替わりメニューを増やしたり、軽食がとれたり、
映画会、盆踊りなどあると夢のようだナアいいと思います

南平小

パートナーさんたちには大変感謝しております。
夏休み中の仕事をどうしようか・・・と思っていたので、「なつひの」で過ごす日として
予定が入りありがたかったです。
これがないと、ずっと家で過ごすことになったしまっていたと思います。
もちろん、祖父母にみてもらっていたり、夏休み中はパートをなるべくへらしていましたので、
学童など毎日預かってもらうほどでもなく、今年の「なつひの」4を数回利用できたことが、
うちの家庭にはちょうどよい感じでした。
これをきっかけに、夏休みあまり友達（学校の）と約束しないで過ごしていた」のが、
「夏ひのやるけどどう？」と声をかけててみたり一緒に遊ぶ機会にもあえました。
是非、来年も！！そして長いお休みの期間には数日でもよいのでもらえるとありがたいです。

南平小

試験的に導入したようですが、今後も続いてほしいです。 南平小

夏ひのでは大変お世話になりました。前半は暑い中外でも日影を中心に見守りをして
もらったり、親だけではなかなか外で体力を発散させるのにもひと苦労のところ、
数時間助けていただいた感じでありがたかったです。来年も是非お願いしたいです。

南平小
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「なつひの」が今年は有り、夏休みでも学校のお友達と会ったり出来たのがよかっやと思います
特に「レゴ」の遊びが楽しかったようで何回もお話をしていました。
今年　の夏は特に暑かったので外にあまり出られない時には「なつひの」に行くと、
お友達と沢山遊べたりするので、助かりました。
来年もぜひ「なつひの」をして頂いたきたいと思います。よろしくお願いします。

南平小

内容が重複してしまいますが。夏休みは仕事はお休みを頂くしかないかなと思っていた所に
子供が「なつひの」のお知らせを持って帰ってきたので驚きんした。
（２年生であるせいか、留守番を嫌がり今年は兄が中学生になり、
部活の関係でたのめないと思っていたので・・・）
「なつひの」を実施して下さったお蔭で少しだけでも仕事に行く事ができとても助かりました。
どうも有難うございました、お世話になりました！実施期間が更に増えるとすごく有難いです。

南平小

夏休み中に病院の予約が入ってしまっていて、子供は連れてこないように、という
病院なので友達に預けようか、とも思っていましたが、なつひののお蔭で大変助かりました。
子供の祖父母は遠くに住んでいて、子供を預けるのはどうしても友達のところになって
しまいます。朝からお昼過ぎまで、となると昼食の用意など迷惑をかけるかも、と
気を使ってしまいます。でも、今年はなつひののお蔭で、そのようなこともなく本当に助かりまし
た。
今後もぜひ続けて預けたいと思います。
日野市内の他に小学校の方からはとてもうらやましいと言われました。
子供も友達と遊べたので楽しそうでした。

南平小

ふだん学童に通っています。延長を使用することもあり、どちらか（学童ＯＲなつひの）で
ないとと参加できないのは親の都合で難しくて、学童のように学習の時間が取られていない事や
児童1人に対して何％の割合で見てくれる大人がいるのかも不透明であり、学童くらいの
レベルを求めてしまっているので、親としては不安です。しかし、学童卒所以降は「なつひの」が
あればぜったい参加させとおもいます。地域で子供を見守るような環境にはあまりなく安心して
遊ばせられるのかはわかりかねます。かと言って仕事があり子供を見守れない親がいるのも
事実であり、行政？の助けが必要です。学童とひのっち、なつひのはまったくの別ものなのは
理解できました。が、５時以降も働いていたり通勤している保護者のためにも時間の延長など
子供を1人にしない環境が作られば大変ありがたいと思います。
ひのっちパートナーの方々も大変なのは重重承知しています。
これからも継続して頂ければ是非参加利用させて頂きたいと思っています。

南平小

上級生にえんぴつをなげられたり、名前をからかわれたり、こわい思いをし、
ひのっちは行きたくないと言うことが増えてしまいとても残念です。
公園がなく親としては大変ありがたいと思っておりますが…子供の気持ちが変わってくれたら
嬉しいです。子供たちが困っている様子があれば、パートナーさんにも注意をして頂くなど、
見守って頂けたら助かります。

南平小

「なつひの」という場が有ったのは、とてもよかったと思いました。
外でサッカーしたり、子供達はとても喜んでいました。特に「レゴ」で遊んだ事は
何回もお話をしていました。パートナーさんもやさしく良く子供達を見てくれて安心します。
外で体も動かせますし、宿題もできるので、本当に助かります。
来年もぜひ「なつひの」をして頂いたきたいと思います。よろしくお願いします。

南平小
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子供は時間が取れれば「なつひの」に行きたいと言っていましたし、親として安全は
遊びの場所として「なつひの」があるのは大変有難い事です。
ぜひこれからも継続していってほしいものです。大変お世話になりました。

南平小

来年からも是非今年と同じ様な内容でやって頂けたらいいと思います。 南平小

夏ひののスタッフとして見守って下さったボランディアの方々には、お礼を言いたいです。
ありがとうございました。しかし、夏休みという事で参加する友達も通常より少なかった様で、
我が子は少しもの足りなかった様です。
それでもなつひのが開催されると、親子共に選択肢が増えて有難いので、
継続していただけると今後良いなと思いました。

南平小

娘はひのっちが大好きです。放課後もお友達と約束をしてひのっちで遊んできたりもします。
パートナーさんとのやりとりもとても楽しく思っているようです。
家に帰ってきてパートナーさんとの話が出てくる程です。
そして　学校内ということで安心して預けることが出来ます。
物騒な世の中なかなか友達同士、また女の子同士で公園に行って良いよと言って
あげられないのが実情です。お友達と大人の目のある中
（親だと少しイやなところやヒミツゴトもあるでしょう）遊べる環境があることを
とてもありがたく思っています。しかしながら、今回夏ヒノで一年生の頃から目についていた
男の子にケガをさせられまぢた。以前から気になってはいましたが、
余りある行動にとても驚きました。日頃の学校生活においても問題ある行動が目についています。
学校とも問題児の情報の共有をお願いし特にそういう子の時は見守り強化を
お願いしたいと思います。もしあのケガが他の場所だったらと考えると
私は眠れなくなりますし、また、あの子が居たらと思うと心快く娘に
”ひのっちに行っておいで”と言ってあげられないのが今の私の心情です。
ぜひ、自分の気持ちがうまくいかずコントロールできない子などの情報の共有化を望みます。

南平小

子供だけ家においておく事ができない時もあるので、なつひのがあれば助かる場合は多いと思う。
ただ、兄妹で一緒にいてもらいたいため、下の子がまだゆう幼稚園のうちは参加する機会が
あまりないと思いました。

南平小

今の所必要としていませんが、親にとって大変助かる物だと思います。ぜひ続けて頂きたいです。 南平小

親が仕事をしている為夏休みは学童クラブにお世話になってます。
４年生になったら学童クラブは行かない、行けない。子供達が増えると思います。
そんな時「なつひの」はとてもありがたいです。行き慣れてる学校で遊べるのはとても助かりま
す。
ただおぼん。土曜日。は今年は「なつひの」はありませんでした。ぜひけんとうしてほしいです。
働いている親の子供の為にしている「なつひの」ではないのでしかたがないのかもしれませんが

南平小

今回は利用できる機会がありませんでしたが、機会があれば利用させて頂きたいと思います。 南平小

長い休みで親子共に悶々としていたので数時間でも離れる時間があってお互いに助かりました。
家にいるとテレビ・ゲームなどインターネットとインドアで遊ぶことが多くなっていたので・・
１年生だとまだ友達とどこかでというのは不安だったので決めた時間に学校に居てくれると
安心出来ました。ひのっちパートナーさんに感謝しています。毎年あるとうれしいです。

旭が丘小
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いきなり夏休みに入るよりも「なつひの」に行くことで生活のリズムをある程度維持したまま
規則正しい夏休みを送ることが出来ました。
一年生で近所に友達もいないので「なつひの」でクラスメートと遊べるのがとても
楽しかったようです。スタッフの方の確保等、大変厳しいとは思いますが、また来年も
実施して頂けると有難いです。パートナーの皆様、本当にお世話になりました、
ありがとうございます。我が子の手が少し離れたら、自分も参加してみたいと思います。

旭が丘小

毎年行っていただけると大変喜ばしく思います。 旭が丘小

児童館との住み分けが難しいですが夏休みにひのっちが行われることは大歓迎です。
雨の日のお楽しみがあるといいですね。

旭が丘小

学童クラブの7月の保護者会にて「なつひの」について1番詳しく聞きました。
学童に通う子は参加出来ないとのことでしたが、8時から「なつひの」が開いているのは
魅力的な学童保護者も多かったように思います。今年は試験的な実施とうことで、
内容が夏休みギリギリまで不明だったのが来年は改善され、遊びの幅も広がり、
体を使ってたくさん遊びができる「なつひの」になることを期待しています。

旭が丘小

なつひのがあったおかげで、夏休み中も友達と会えて良かったです。子供の居場所が学校と
いう事でとても安心できました。
できたら、夏休み中ずっとあったら良いと思いました。ありがとうございました。

旭が丘小

普段のひのっちと同じように学童クラブと併用できるようにしてほしい。 旭が丘小

学童の開始時間と合わせてほしい。単に混乱するからという理由だけではなく、
どちらにいるかわからない（いないからもう一方にいるだろうと思われる）状況は、
犯罪にまきこまれる可能性を高めているように思います。一斉に開門した後、それぞれの所属に
向かい整理することで犯罪のつけいるスキを作らないようにして頂きたいです。

旭が丘小

イベントがあったりすると行くのですが、
それ以外はあまり行かないので工作とかを増やしてほしいです。

旭が丘小

「なつひの」があったこと預ける場所があるという安心感がありました。
1日しか利用はできなかったのですが、ありがたかったです。
ただ我が家は学校まで徒歩３０分と距離があるため、子供が夏休みなのにどうして学校に行かない
と
いけないのと嫌がりました。もう少し近かったらもっと利用させていただいたと思います。
スタッフの皆様ありがとうございました。

旭が丘小

今回初めて「なつひの」に参加しました。親の都合で参加をしたのですが帰ってきた子供は
とても楽しかったみたいでニコニコでした。
４校だけの試行とのことですが次の夏休みも「なつひの」があると嬉しいです。

旭が丘小

次年度は、学童クラブと「なつひの」を併用出来ると助かります。 旭が丘小

これからもずっと続けて頂けたら嬉しいです。 旭が丘小
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イベントがあと何回かあるといいと思いました。
例えば、「全員宿題をやろう！」という日があると周りも全員勉強しているので
宿題をやらなければいけないと子どもも思ってできるかなと。
1日少しの時間ですが。「ひのっち」では1日遊ぶばかりで宿題は今回一回もやらなかったので。

旭が丘小

たくさん参加させていただき、充実した夏休み過ごすことが出来ました。
毎回、楽しかった～♪と言って帰ってくるので、「なつひの」があって本当に
良かったと思います。サーマースクールも、みそ作りや手のばい菌チェックなど、
普段できないような貴重な体験もさせていただき、お喜びでした。
どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

旭が丘小

初めての「なつひの」、モデル校に選ばれて良かったです。
プールの前後はもちろん、夏休みも学校に行って遊べることに「とても嬉しい」と子どもも
話していました。他の学年のお友達とも新しく仲良くなれたり、楽しかったようです。
来年もぜひ！希望します。

旭が丘小

暑い中、ひのっちパートナーさんには大変お世話になりました。
仕事をしている為、子供を安心して見ていただける場所があることにとても感謝していました。
学校までの道のりが遠いため、子供は暑い中行きたがらない面もありましたが、子供の居場所を
作ってくださったことには親としてはとてもありがたく又助かりました。
校庭で遊びたかったようですが、工事のためなのか、
「遊べなかった・・・けど学童の子たちはドッジボールをしていた。なんで
ひのっちの人はダメなの？」と聞かれました。学童の子にも「ひのっちの人はダメー！！」って
言われたそうです。せっかくの機会なので外でのびのび遊べたら良かったなと感じました。
暑い中、元気いっぱいやんちゃな子供たちのお世話は大変だったことと思います。
本当にありがとうございました。

旭が丘小

親としてすごくいいと思っています。本人はあまり行きたがらず・・
行ってみると楽しい様子ですが。来年もぜひ願します。
来年はもっと参加させたいと思います。ありがとうございました。

旭が丘小

「なつひの」パートナーさん方には夏休みの暑くてお休みの中、子供達のために
見守りをしていただいて本当に感謝をしております。
私自身は仕事があったため「なつひの」はとても助かり安心して子供を預けることが出来ました。
夏休み中にお友達と遊ぶ約束をしたい時も、本来なら公園や自宅や友達の家、児童館で
遊ばなくてはならないので約束しづらい部分がありますが
（1年生の為、安全の為、なかなか一人で外に行かせられないので）
その点、学校内で遊ぶなら安心できるので良かったです。

旭が丘小

子供も楽しんで通っていたので、今後もなつひのふゆひのと継続して頂けたらと思っています。 旭が丘小

期間中お疲れ様でした。
仕事を休まなければと思っていた夏休みでしたが、「なつひの」があったおかげで
安心して仕事に行けました。来年の「なつひの」もお願いします。ありがとうございました。

旭が丘小

現在、学童に通っているため、それほど必要性は高くありませんが、子供は
「なつひの」で学童以外の友達と遊んだりできるので、とても楽しいようです。
親が仕事を休みの日は、ひのっちに行きたいようなので、来年以降もぜひ実施して下さい。

旭が丘小
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来年も是非実施して欲しいです。 旭が丘小

なつひのとても良かったです。予定があるおかげで夏休みを通して、メリハリのある
生活を送れました。毎日の生活リズムも整い良かったです。
一人っ子なのでどうしても家で母親と過ごす時間が長くなりがちなところを「なつひの」に
行くことでお友達と遊ぶ時間がたくさんでき嬉しく思いました。
今は働いていませんが、仕事を探す上で夏休みはネックになる部分でもあったので
「なつひの」があればその心配も大分軽減できると思います。
ぜひ、来年以降も続けて下さることを強く願います。一点だけ気になったのは、上履きを
毎日持ち帰らなければならないことです。
ほぼ毎日行っていたので学校に置いて帰ることができればいいなと思いました。
本当に「なつひの」とても良かったです。ありがとうございました。

旭が丘小

２，３時間で飽きてしまったようです。
○○教室など毎日一つでもあるともっと行きたがったのかなと思いました。

旭が丘小

いきなり夏休みに入るよりも、「なつひの」に行くことで生活のリズムを維持したまま
規則正しい夏休みを送ることが出来ました。積極的に取り組めていたように思います。
スタッフの方の確保等、大変厳しいとは思いますが、また来年も実施して頂けると有難いです。
パートナーの皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございます。
我が子の手が少し離れたら自分も参加してみたいと思います。

旭が丘小

長期の休業中に、学校で行われることに安心感もあり、ボランティアの方々には
大変感謝申し上げます。特に、低学年の子どもを持つ保護者や学童に入所していない家庭に
とっては大変有難い試みです。我が家の息子たちは4年と6年ということもありサッカーの
習い事以外は友人と遊んだりいとこと遊んだり、祖父母宅へ行ったりと学校の外で過ごす
日々でした。それでも、低学年の時は学童での生活があったので安心でした。
学校登校日を復活させて頂けると子どもたちも学校のスタートがスムーズになるように思います。

旭が丘小

雰囲気的に夏休みの宿題ができる静かな場所があると高学年にはいいと思いました。
１日「なつひの」に参加してしまうと宿題が進まず困りました。
皆が遊んでいる中一人宿題をやるのは厳しいと思うので。

旭が丘小

とても楽しく参加させていただきました。ありがとうございました。 旭が丘小
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4年生になり学童が無くなってしまったので、共働き核家族の我が家にとってかなり
心配した夏休みでした。まだ自分から友達に連絡して遊んだりすることはしないので、
絶対一人ぼっちで家に寂しくして過ごす夏休みになるだろうと思っていました。
母は仕事をフルタイムからパートに変えようか悩みました。
そんな時、「なつひの」のことを知り救われた思いでした。実際、夏休みに入り「なつひの」に
参加できて母はとても安心でした。ただ、「なつひの」に普段仲良くしている友達が必ずしもいる
とは限らないことが娘にとって不満だったようです。
職場の理解もあったので、夏休み中たくさん有給休暇を貰えたので、「なつひの」は８日間
くらいしか利用しませんでしたが、「なつひの」があって本当に良かったです。
一人で過ごすことに慣れてきた夏休み後半は、テレビやゲームの自宅の方が良くなったようで、
「なつひの」は利用しませんでした。夏休み前半に比べ、後半は成長したと感じました。
一人で朝８時～夜７時まで留守番してました。
私の要望としては、学童クラブを４年生まで利用できるようにしてほしいです。学童クラブには、
いつも同じメンバーがいるという安心感があり、人見知りで友達の幅が狭い娘にとっては
「行きたくなる場所」です。後、先生もいつもいる人なので言いたいことを我慢せずに
きちんと伝えられるのも良い点です。

旭が丘小

児童館のイベントがあったため、「なつひの」の参加回数は今回少なかったのですが、
親としては、子どもが過ごせる場所が増えるというのはとてもうれしいことですし、
学校内という安心できる場所で大変助かります。
来年も今年のように「なつひの」があると嬉しいです。よろしくお願いします。

旭が丘小

もう少し開設日数を増やしてほしい。連絡カードについて、表にして行く時間帰る時間、
その他連絡も書けると良かった。

旭が丘小

良いことだと思います。ただ、今年は体育館が工事中だったのは残念だったと思います。
イベント（プログラム）がある日がもっと多いともっと嬉しいです。

旭が丘小

誰かと約束をしなくても「なつひの」へ行けばいつも誰かお友達がいて、
活動的に遊ぶことが出来て楽しかったです。
普段は給食ですが、お弁当をとても喜んでくれて作る方も嬉しかったです。

旭が丘小

暑さで行動範囲が狭かったのが残念だったと子どもは言っていました。
ですが、夏の間はひのっちもスタッフの方々は大変だと思います。
子どもたちは楽しいと思います。ありがとうございました。

旭が丘小

「なつひの」大変良かったです。そして有難かったです。
仕事をしているため、安心して遊べる場所があるか見守ることが出来ないため。
今回参加して子ども喜んでいました。ひのっちパートナーさんは大変だったと思います。
本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

旭が丘小

家が遠い方なので自転車で行かせられたら嬉しいです。 旭が丘小

子どもが楽しそうに参加していました。夏休み暑い中大変だったと思います。
どうもありがとうございました。

旭が丘小
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初めての「なつひの」。プールや補修以外で夏休みに学校に行って友達と遊べるのは
とても楽しかったようです。保護者不在時に自宅で子どもだけで遊ぶのはＮＧとしているので、
それでも遊びたいなら「なつひの」があれば遊べると喜んでおりました。
また、アンケートにも書いたように、夏休みはダラダラと過ごしがち。
自宅にいてもゲームやスマホやと外に出て遊ぶことは減ってしまいますが、行くところがある、
遊び相手がいるなどメリットはたくさんあったように思います。
来年からもぜひ実施していただきたいです。
また、パートナーの方々、暑い中ありがとうございました。
パートナーの皆様のお蔭で安心して参加させることができました。

旭が丘小

近年猛暑で日中公園で遊ぶのも心配な日が多いので屋内外共に遊ぶところのあるひのっちは
大変助かります。また、学校内ということで安心して遊ばせられます。

旭が丘小

夏休みにひのっちがあると聞いてとても助かると思いました。
最初は、どんな感じか本人もわからなかったのでそんなに行きたそうではなかったのですが、
一度行ったら楽しかったようで楽しんで行っていました。
暑いので外遊び３０分と管理してくれたのはありがたかったです。
ひのっちパートナーの方、暑い中子どもたちのことを見守ってくださりありがとうございました。

旭が丘小

夏休み中はどうしても家でのんびりし過ぎてしまうので、外に出るきっかけになり
とても良いことだと思いました。来年も是非実施して頂きたいと思います。

旭が丘小

夏は自宅で過ごすことが多いのと家族以外の人と関わることが少ないので、ひのっちに
参加していっぱい体を動かしたり友達と遊んだりして夏休みを充実してほしいと思います。

旭が丘小

初めて「なつひの」に参加してとてもよかったです。まだ、子どもだけで留守番をさせるのは
心配でしたので大人の目が届くところで過ごせるとは大変ありがたいと思いました。
安心して仕事ができました。ありがとうございました。
また、ひのっちをさせたいと思いますし、パートナーでの協力もできたらと思います。

旭が丘小

来年度も夏休みに実施されることを希望します。ひのっちで宿題をやろうとしてたようですが、
遊ぶことが思ってたよりも楽しくてたくさん遊べて有意義に過ごせたようです。

旭が丘小

今回の「なつひの」には参加することはなかったのですが、親としては、学校という安全な
場所で短時間でも夏休み中、独りで過ごすより遊んだり活動する場があったのは
とても助かると思います。我が子が低学年でしたら「なつひの」に参加していたはずです。
今後も「なつひの」があれば親としてはとても助かると思います。
是非、「なつひの」実施校の拡大をしてほしいです。

旭が丘小

学年があがると参加率も少ないと思うが、もう少しイベント等やカルチャー的なことを
やってみてはどうでしょうか。講師を探すのが大変とは思いますが。

旭が丘小
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本年度は１日しか利用できませんでしたが、仕事で留守がちの家に子どもだけということは
無いようにしています。夏休み中にひのっちを行っていただけることは非常に助かります。
家庭では、運動不足にもなりがちなので、来年度も「なつひの」がありましたら是非
活用させていただきたいと思っています。

旭が丘小

安心して遊べる場があり、我が家はとてもよかったです。
児童館に行っても友達や知り合いはいないということが多かったのですが、「なつひの」は
誰か必ずいる知り合いではないが、友達になったと言って楽しそうでした。
学校ということで、通いなれた場と知っている保護者がパートナーさんということで、
親も子もこの夏休みは充実していました。大変お世話になりました。

旭が丘小

夏休みにひのっちに参加できることは子どもも楽しめる、親もひのっちなので学校外で
遊ぶより安心できます。ありがとうございます。

旭が丘小

今回は参加しなかったが、次回は参加させたいと思っています。 旭が丘小

４年生になりひのっちで遊ぶ友達が減ってしまい、参加することがほとんどなくなりました。
たぶん一番の理由は同級生がいないことだと思います。行動範囲が広がり一人で少し遠くまで
遊びにいけるようになったので、なおさらだと思います。
ひのっちのスケジュール、なつひのを見ても子ども達のためにたくさん企画をしていただき
とても感謝しております。
家の子は、参加する機会は減りましたが、子どもが安心して過ごせる居場所が地域に
ひとつでも多くあることはとても安心です。

旭が丘小

夏休み期間中お疲れ様でした。仕事をしている方には夏休みは休むしかないと思っていましたが、
このなつひののおかげで本当に助かりました。
いろいろな遊び、怪我などした時の対応が良かった。ありがとうございました。

旭が丘小

夏休みお友達と安心して遊べる場所があって大変助かりました。
お弁当を持って行けるので一日遊べて子どもも喜んでいました。
ありがとうございました。

旭が丘小

何年か前まではなつひのがあったように記憶しておりますが、近年なくなってしまい
とても残念に感じておりました。
親が仕事で家を空けるためなつひのがあってとても助かりました。
是非とも今後も続けていただきたいです。ただ、日野市の中でもなつひのを実施していない学校も
あるようなので、不公平感を失くすためにも多くの学校で実施されることを望みます。

旭が丘小

高学年になると家でゲームや漫画など学校ではできない遊びに興味があり家で
過ごすことが多かったです。

旭が丘小
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大好きなお友達が行っているのを知り、行きたいと言いましたが、その子が今日は
行かないよと言われたら僕も今日は行かない。
こんな感じでしたが、何か親に用事が出来た時に預かってくれる場所があるととても助かります。

旭が丘小

遊ぶ場所が限られている中、熱中症や蚊などが心配だったり、連れ去りやいたずら等
心配だったりする。屋外や商業施設などで遊ばせるより学校で遊ぶ場所を提供してくださるのは、
親としてとても助かります。自宅に友人を入れてあげられない場合もあるので、そういう時学校で
遊んでみては？と言えるのも助かります。暑い中ありがとうございました。

旭が丘小

ありがとうございました。来年も拡充実施（夏休み全期間）をお願いします。
冬休み、春休みもあると助かります。学童でもかまいませんので、６年生まで受け入れて
いただけると安心して仕事ができます。これからは「半ボラ」（有償ボランティア）が大活躍する
時代になると思います。地域人材を活用する「ひのっち」に期待しています。

旭が丘小

子どもが行きたいと希望してくれたら是非参加させたかった。高学年になると難しいかと思います。 旭が丘小

とてもいい子どもたちの居場所だと思う。特に片親の子や働いている母親の子が安全に過ごせるし
非行や犯罪から子どもを守る意味でも大きな役割があると思う。是非続けてほしい。

旭が丘小

なつひのはとてもありがたく思います。本当は参加させたかったのですが、５年生では
あまり行きたくない様子。行ってみたらと何度も言いましたが１年から３年までひのっちに
ほとんど毎日行ってましたが。いつも見守り感謝しています。

旭が丘小

学校でパートナーさんがいてくれるので、安心して送り出すことができます。
１日しか参加できなかったのですが、夏休みの良い体験になったと思います。

旭が丘小

高学年になりお友達がいないと物足りなくひのっちに行くことが減りました。
今年の夏は娘の用事で学校に行くことが多かったのですが、低学年の子ども達、異学年と遊んで
いたり子どもたちが楽しく過ごしている様子を拝見しておりました。
ボランティアの皆様ありがとうございました。

旭が丘小

暑い中、パートナーさんたちも大変だったことと思います。
息子は高学年になりひのっちに参加しなくなり、その必要性も薄れてしまいましたが、
低学年だったら参加していたいと思います。低学年の子どもたちはパートナーさんたちに
見守られ安心して遊ぶことができると思います。
スーパーひのっちなつひのが今後続けばいいのになと思いました。

旭が丘小

お盆中は仕方がないと思いますが、もう少しなつひのをやって頂けたらありがたかったです。 旭が丘小

パートナーさんにとっては暑い夏の日大変だと思いますが、お盆を除いて長い夏休み
保護者が働いて日中見守る大人のいない子どもにとっては、親の安心の場所になると思います。
是非、復活させていただければ嬉しく思います。

旭が丘小

夏休み前になつひのがあると知り、子どもはとても楽しみにしていたのだが、
体育館が工事のため使えないというのですごくがっかりしていた。
何回か参加したが、つまらなかったようだ。

旭が丘小
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安心して遊びに行かせられる「なつひの」があって、選択肢が増えてとても良かったです。
今年は、あまり参加できませんでしたが、来年はもっと行けたらなと思います。

旭が丘小

参加した本人ｍまだ２年生で低学年なので公園などで長い時間遊ばせるには暑さも含め
保護者としてとても不安ですが、夏休みにもひのっちで学校で遊べるのはとてもありがたいです。
本人も友達と亜互いの家で遊ぶよりひのっちの方が体を動かせ行きやすいので
気に入っている様子です。運営していくには大変な事多々あるのだろうと思いますが、
今後も是非続けてもらえたら是非参加したいと思います。

旭が丘小

朝から夕方まで参加できるのがとても良かったです。また来年も実施して頂けると嬉しいです。 旭が丘小

今回なつひのを利用して、非常に良かったです。子どもにケジメのある生活をさせるにあたり、
外出する予定が無いのはダラダラ生活の要因となります。
仕事が無い日にも利用できて良かったです。また、部外者がみだりに立ち入れない等安心です
。欲を言えば８月全部やっていないのが残念でした。
もう少し長く開催期間があればいいなと思いました。

旭が丘小

パートナーの方もとても信頼でき安心して行かせることができました。 旭が丘小

親がアルバイトでシフト制の仕事をしているため、なつひのにはプールのある日に合わせて
参加させました。なつひのに行けば誰かが必ず参加していたようで楽しんでいたようです。
とても長い夏休みになつひのに行って友達と遊んだりプールに入ったりすることはとてもよい
気分転換になったようです。是非、来年以降も開催していただけると助かります。

旭が丘小

今年の夏休みになつひのがあり、とても親子共々助かりました。
近所の公園やお友達の家に行くにはいろいろと問題が多々あるので行かせていません。
だから、夏休みは家でダラダラが定番だったのでとても助かりました。
遊び相手がいないとつまらなくて早めに戻ってくる時もありましたが、スタッフの方が
相手してもらえるのも楽しみの一つのようです。暑い中ありがとうございました。

旭が丘小

猛暑の中、子どもたちのためにご支援いただきありがとうございました。
子どもを安心して送り出し仕事に行くことができたのでとても助かりました。
子どもは外であまり遊べなかったり友達があまり行かなかったことで多少物足りなさをかんじて
いたようですが。低学年の子をもつ親としてはなつひのがあるととても助かります。
是非来年もと願っています。

旭が丘小

夏休みの公園はあまり子どもの遊ぶ姿が見られなかったのでお友達が集まることができる
「なつひの」はとても良かったです。治安や熱中症など、子どもだけでは心配ですが、
なつひのパートナーの方々がいてくださるので安心できました。
今後も是非続けていただきたいと思います。

旭が丘小
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初めてのなつひのでいろいろと大変だったと思います。
ですが、我が家といたしましては、大変助かりました。
子どもも留守番より楽しく過ごしていましたし、私も安心して仕事に行くことが出来ました。
来年も是非とも行ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。

旭が丘小

朝８時から５時という時間に助かりました。
仕事に行っている３時間心配することなくいられました。

旭が丘小

お友達とたくさん「なつひの」で遊べてとても楽しかったようです。
来年もやってほしい。

旭が丘小

なつひのがあって夏休みに１日中家で過ごすということが無くすみました。
ありがとうございました。

旭が丘小

今年の夏休みは入院生活だったため「なつひの」に参加することができませんでしたが、
子どもはとても興味を持っていたので来年また機会があれば参加させてみようと思っています。

旭が丘小

今年は２年生であった事と、なつひのの状況が良くわからず、利用には至りませんでした。
学童にお盆の時期以外ほぼ毎日出席していましたが、来年以降は利用したいと考えています。
なつひのに参加した友人からは、生活のリズムも崩れることなく、また休み中も多くの友人と
遊べたと喜んでいる姿を見ました。
多くの課題やご苦労がひのっちパートナーさんにはあったかと思いますが、学童だけでないいつも
行き慣れた場所に夏休みも行けることは児童だけでなく親も安心できると思います。
なつひのに関するこのアンケート結果を出来ればネット以外で発信し、
多くの方に見てもらいたいです。

旭が丘小

大変子どもたちも満足して帰ってきました。
元気に楽しく過ごした時間をいろいろと話してくれました。来年も是非お願いします。

旭が丘小

今回は残念ながら参加できませんでしたが、なつひのの存在はとてもうれしいです。
夏休み家でダラダラしがちです。外で意味もなくプラプラされるのも心配です。
でもなつひのがあると安心して出すことができるし子どもたちも安心して遊べると思います。
来年度も是非やってほしいです。他市の友人からもうらやましがられました。

旭が丘小

タイミング悪く参加することはできませんでしたが、機会があれば参加したがったです。
来年もやってほしい。

旭が丘小

なつひの参加させていただきありがとうございました。休み中もお友達と学校で遊べて
子どもも喜んでいました。これからも毎年続けていただけると嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

旭が丘小
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昨年学童クラブで今年は入れず夏休みの不安があったのでとても助かりました。
本人もすごく楽しく過ごせたようです。ありがとうございました。

旭が丘小
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