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　新しく入った学生スタッ

フにボランティア・ＮＰＯ

活動センターの目的や学生

スタッフの役割を理解して

もらうために、毎年合宿を

行っています。

　ボランティア初心者向けの、体験活

動を伴う全３回の連続講座を、全学学

生向けに実施しています。

　第 2 回目の『ボランティアを体験し

てみよう』の体験先の一つ、京都市の

梅小路公園「プレイパーク」で子ども

と一緒に工作をしている様子です。

　既にボランティアやサーク

ル活動などをしている学生に

向けて実施するスキルアップ

講座です。

　この回は都留文科大学社会

学科高田研教授を講師に迎

え、ワークショップデザイン

について学びました。

◆ボランティア入門講座

◆オリエンテーション合宿

◆ボランティアリーダー養成講座

（詳しくはＰ98～99）

（詳しくはＰ93～94）

（詳しくはＰ94～97）
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　初めてボランティアする人が気軽に参加

できるように、学生スタッフと一緒に初ボ

ランティアを体験できる企画を学生スタッ

フが企画・実施しました。

　梅小路公園（京都駅周辺）で子どもたちと

一緒にながしそうめんを楽しんでいます。

　深草キャンパスで行われた龍谷祭で、ボラン

ティアをもっと知ってもらう、楽しんでもらう

ことをコンセプトにした展示ブースと、模擬店

を出展しました。

　展示ブースを迷路にして、映像と共に楽しん

でもらいました。たくさんの方に来場いただき

ました！

◆気軽にボランティア！

◆私×ボランティア

（詳しくはＰ41～42）

◆ボラセンを知ってもらおう！！

　 1 号館の建て替え工事に伴い、移転したボラ

ンティア・NPO 活動センターの場所を宣伝する

ため、正門前でブースを設けて広報しました。

（詳しくはＰ38～39）

（詳しくはＰ37～38）

　深草キャンパスの近隣にある深草商店街で、

地域活性化のため行われるイベント「ふかくさ

100 円商店街」に、地域の一員として企画から

関わりました。

　スタンプラリーの実施と、子どもが楽しめる

ブースの出展、出展する学内サークルの調整、

他のイベントブースの運営補助、学内でのイベ

ント宣伝・参加者呼びかけ等を行いました。

◆ふかくさ 100 円商店街への協力
（詳しくはＰ48～49）

●深草の活動紹介
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◆深草ふれあいプラザでの出展

◆深草文化交流への協力

　地域の人が集まるイベント「深草ふれ

あいプラザ」で、子どもを対象にした防

災啓発のブースを出展し、防災について

考える人形劇を上演しました。

　京都市伏見区役所深草支所にて行われた「深草

文化交流」に、防災の取り組みをまとめたパネル

を出展しました。ブースでは、新聞紙スリッパ等、

身の回りの物でできる防災グッズの作り方講習を

行い、地域の方に参加していただきました。

　大学のキャンパスにいる時にもし地震が起

こったら？？

　小学校で行っていた防災訓練、大学では参加

したことないけど、実際どうしたらいいんだろ

う？という疑問から防災講習を企画しました。

消防署の協力を得て大地震の震度を体験、講演

もしていただき、学生スタッフで調べた学内の

防災設備についても発表しました。

◆防災講習 in 深草

（詳しくはＰ46～47）

◆表彰
　上記の防災啓発活動が認められて、伏見消防

署長表彰をいただきました。

　また学生サポートセンターの『学生ボラン

ティア団体支援の助成団体』として選ばれまし

た！

（詳しくはＰ49～51）

（詳しくはＰ34～35）
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●瀬田の活動紹介

◆丸屋町商店街のまちづくり活動へのボランティア協力
～ナカマチ土曜夜市 in 丸屋町～

◆福祉企画　
～ Project W　ボランティアをして福祉について知ろう！！～

◆大津祭へのボランティア協力 

　大津市中心市街地にある丸屋町商店街で夜市

という縁日のイベントにおいて、センターでは

毎年ボランティアとして協力を行っています。

今年は総勢 50 名の学生ボランティアが、わた

あめ、チョコバナナ、射的などの出店の運営と

クイズラリーを企画・実施しました。

　大津祭の宵宮が 10 月 6 日（土）、本祭が 7 日

（日）に行われ、両日合わせて延べ約 70 名の本

学学生がボランティアに参加しました。丸屋町

商店街での宵宮イベントの手伝い、NPO 法人大

津祭曳山連盟と連携しての宵宮と本祭でのボラ

ンティアなど、地域の方々と一緒に伝統行事を

盛り上げました。

　福祉分野のボランティアに参加することに

よって、福祉に対しての視野を広げてもらお

うと、地域の福祉関係の施設・団体へボラン

ティア活動に行く企画を 2012 年 8 月～

2013 年 1月に行いました。

　ボランティア先では施設・団体の職員の方

からお話をお聞きすることもでき、企画した

学生、参加した学生ともに「福祉」について

考えるよいきっかけとなりました。

（詳しくはＰ42～43）

（詳しくはＰ45～46）

（詳しくはＰ51～53）
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（詳しくはＰ35～37）

（詳しくはＰ53～54）

（詳しくはＰ32～34）

（詳しくはＰ35～37）◆Do you know ボラセン？ in 瀬田龍谷祭 

◆Let's ボランティア
～ボランティア紹介します～ 

◆くさつ子どもフェスタ 2013 ボランティア 

　瀬田龍谷祭において、センター学生スタッフが展示と模擬店を実施しました。展示では龍谷大

学の東日本大震災復興支援の取り組みを紹介し、石巻市雄勝町で復興支援活動を行った学生との

生トークを実施しました。模擬店では岩手風焼きうどんを販売しました。

　前期・後期に一度ずつ、瀬田キャンパス樹

心館前・青志館前にて昼休みにボランティア

キャンペーン「Let's ボランティア～ボラン

ティアしませんか？～」を実施しました。ブー

スにてセンター事業や地域での活動紹介など

を行いました。

　草津市立野村運動公園グラウンドと市民体育館

で「くさつ子どもフェスタ 2013」が行われ、本

学学生約 100 名がボランティアとして活動しまし

た。

　7 つのブースは行列ができるほど人気で多くの

子ども達に喜ばれました。ステージには沖縄三線

サークル「うみんちゅ」、マジック＆ジャグリン

グサークル「Mist（ミスト）」、よさこいサークル「華

舞龍」の 3サークルも出演しました。
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　夏の海外体験学習プログラムで

行ったインドネシアでの様子。

春の国内体験学習プログラムで行った沖縄で

の様子。

　「サークルの特技を活かしてボラン

ティア活動につながること」を紹介し、

あわせてサークル同士のネットワーク

づくりやサークルの活動に役立つ情報

の提供を行うことを目指して定期的に

開催しています。

　センターのことを紹介する機会を様々な

場で持ちました。この写真は、東京で行わ

れた学生フォーラムで龍谷大学ボランティ

ア・NPO 活動センターのブースを持った

時の様子です。

◆海外体験学習プログラム
（詳しくはＰ79～80）

◆国内体験学習プログラム

◆ボランティア活動＆サークル活動

　情報交換会

（詳しくはＰ69～73）

◆学生ボランティアフォーラム
（詳しくはＰ60）

（詳しくはＰ39～40）

●深草・瀬田共通の活動紹介②
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　復興支援活動に龍大生はどう関わったのか？

～被災地で活動した先輩から話を聴いてみよ

う！～

　昨年度に被災地で活動した経験のある学生が

活動未経験の人にその経験を語る活動報告会を

実施しました。

深草・瀬田の両キャンパス合わせて約120人の

人が参加しました。

　復興支援ボランティアの最前線にいる人と

一緒に、“ これからの復興支援 ” について考え

るワークショップを行いました。

◆東日本大震災　復興支援ボランティア活動報告会

龍谷大学では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興支援の
ための取り組みを継続実施しました。

（詳しくはＰ10～11）

◆被災地の “今までの復興支援 ”、“ これからの復興支援 ”について語ろう！

（詳しくはＰ16～17）

●東日本大震災・復興支援に関する取組

【瀬田キャンパス・6月29日】

【深草キャンパス・6月28日】
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　昨年度に引き続き、被災地支援のために学内

でボランティアを募り、被災地に向けてボラン

ティアバスを 2 回運行し、石巻市雄勝町で継続

して活動しました。

　『見る・聴く・感じる』をテーマに、参加者

が自分に何ができるのかを考え、被災地に関心

を持ち続けることができるきっかけづくりを目

的としています。
～石巻市社会福祉協議会で発災当時や現状に

ついて聴く～

～大川小学校でご遺族の方のお話をうかがう～

～石巻市雄勝での硯石磨き～

～仮設住宅の皆さんとバーベキュー交流会～

～雄勝総合庁舎屋上で、被災当時の話を聴く～

◆東日本大震災　復興支援ボランティア　及び　報告会
（詳しくはＰ11～15）

●東日本大震災・復興支援に関する取組
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～和喫茶コーナーでお茶を提供しなが

ら交流～

～雄勝の主要産業である硯石についてうかがう～

～匂い袋製作ワークショップにて～

～ステージイベントの来場者にお茶をふるまう～

～和雑貨を販売。売り上げで雄勝の物

産品を購入し、還元～

第2回は復興商店街「おがつ店

こ屋街」1周年記念イベントの

支援をしました。
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　『震災は他人事（ひとごと）じゃない！東北沿岸

600 キロの震災報告　～つながり続けるということ

～』と題して、東日本大震災復興支援フォーラムを

実施しました。

これまでの大学の取組を展示

講師、大西暢夫氏の写真展も同時開催

約 200 名が参加しました

宮城県石巻市雄勝の物産を販売

学生からもたくさん意見が出ました

◆東日本大震災　復興支援フォーラム
（詳しくはＰ15～16）

●東日本大震災・復興支援に関する取組
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