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活動を通じた地域との連携　～学生と地域をつなぐ～

●活動を通じた地域との連携　～学生と地域をつなぐ～

　ボランティア・ＮＰＯ活動センターでは、地域のさまざまな団体や行政と連携し、学生の学びだけ
でなく地域貢献にもつながる活動に取り組んでいます。ボランティアに関心はあるけれども参加経験
が少ない学生たちへ向けては、地域とつながる活動のきっかけとなるような様々な体験企画を学生ス
タッフが中心となって提供しています。また、学生スタッフ自身も地域の団体や行政からの様々な協
力依頼に対し、ボランティア活動の裾野を広げるために積極的に関わっています。

■経緯・目的
・�学生スタッフが同じボランティアに行くこと
で、ボランティアに参加することに何かしら
不安を持っている学生の不安を失くし、気軽
にボランティアに行けるきっかけにする。

・�学生スタッフはより深くボランティアを理解
する。

■概　　要
2012年７月14日（土）
【当日の動き】
８：30　京都駅中央改札前集合（５名）
　→あいさつ、オリエンテーションをした後移動。
９：10　梅小路ふれあい広場到着
９：20　京都市都市緑化協会職員からの説明
　→�当日の動き方（準備説明、遊びの説明）、

及びプレイパークについて。
９：30　準備開始
　→�川掃除、流しそうめん台づくり、おもちゃ

の用意、イベント（金魚すくい）等の準備
を役割分担。

10：30　プレイパーク開始
　→�一部ボランティアは流しそうめんの準備活

動に追われる。台の固定作業に手間取る。
11：00　流しそうめん第一回開始
　→�下流の人が全然食べられない状況があった

り、一部の来場者がそうめんを独占してい
たりした。

12：00　途中参加者参加（２名）
　→�梅小路公園が広すぎて、どこに広場がある

かわからなかった模様。責任者は水遊び中
で電話に出られなかった。

　　�その後は各種イベントのお手伝いや子ども
たちとふれあい時間を過ごす。

16：00　活動終了　後片付け
16：10　１日のふりかえり
　→�プレイパークに参加したメンバー全員で１

日のふりかえり・共有。
16：30　龍谷大学メンバーで１日のふりかえり
　→�京都市都市緑化協会職員の説明だけでは不

十分な点を学生スタッフが補足。参加者の
感想を聞く。アンケートを用意していな
かったので、その場で考えた項目だけを質
問した。

17：00　解散

企 画 名 気軽にボランティア！
実 施 日 2012年５月～12月
場　　所 各ボランティア先
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 7人（うち、学生スタッフ６人）
企画メンバー

（学生スタッフ）
丹治　里名、北川　亮輔、根縫　凌馬、二川　紀子、廣瀬　令奈、竹田　伊織、
宮岸　李奈、山本　富美子、高松　秀樹
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2012年度活動概要　第２部

■経緯・目的
　大津市にある丸屋町商店街で毎年行われてい
る縁日「ナカマチ夜市 in 丸屋町」に対して、
ボランティア・NPO活動センター（瀬田）では、
丸屋町商店街振興組合からの依頼を受け、商店
街へボランティア協力という形で瀬田キャンパ
スのある大津市のまちづくりに協力していま
す。
　また、「夜市を通してボランティアの楽しみ
を知ってもらい、地域との関係を深め、商店街
を盛り上げる」ことを目的に参加者にボラン
ティアの魅力を知ってもらい、大津のまちづく
りに関心を持ってもらいたいと思います。

■概　　要
～前日まで～
・企画メンバーによる商店街の視察
・丸屋町商店街振興組合との打ち合わせ
・�企画メンバーによるミーティング、準備物の
作成

・�広報活動（HP、メルマガ、立て看板、チラシ、
Let's ボランティア等）

～当日～
①アイスブレイク
②まちあるき
　ボランティア参加の学生にクイズラリーを
実施し、商店街に対する理解を深めてもらい
ました。

企 画 名 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）
実 施 日 2012年７月28日（土）15時00分～21時30分
場　　所 大津市丸屋町商店街
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 79人（うち、学内サークル29人、学生スタッフ22人）
企画メンバー

（学生スタッフ）
新子　翔平、安藤　弘憲、菱本　柚香、北岡　なつみ、藤村　由香、
水野　貴博、若松　隼平、仲田　匡志、中西　篤樹、中村　健人、山下　凌司

■参加者の声・得られた効果
・また参加したい。
・学生スタッフが一緒で気まずくない。
・福祉分野にも興味がある。
・楽しかった。
　など学生のニーズが掘り起こせた。また参加
した学生スタッフも企画に満足し、さらに結束
が強くなった。
・�ボランティア活動終了後に振り返りの時間が
あり、自分たちが行ったボランティアの意義
等を振り返ることで、活動に深みを持たせる
ことができた。

・�学生スタッフが同行することで、ボランティ
アに対する不安を軽減させ、ボランティアを
始めるきっかけになった。

■学んだこと・今後の課題
・�どのボランティアでもボランティアをする意
味があるということを再確認し、それをコー
ディネイトに活かすことができました。

・�ボランティアが初めての来室者の多くは、や

はりボランティアを始めるにあたって何かし
らの不安を持たれています。そのために、気
軽に参加してほしいという気持ちからこの企
画を始めました。しかし、その気軽という言
葉に捉われすぎてなかなか企画を実行に移せ
ませんでした。（←福祉のボランティアに安
易な気持ちで参加してもらっていいのか？な
ど）そのために、メンバー内でしっかりと趣
旨目的を話し合い確認し合う事が大事だと思
いました。

・�また、自分が伝えたと思っていても相手に伝
わっていないと思われることが多かったの
で、そのことも確認等をしっかりとするべき
でした。

・�年間を通しての企画のため、他企画との両立
を考えなければならなかったのに、両立がう
まくいかなかったので他企画との調整が必要
でした。

〈報告者：高松　秀樹〉
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活動を通じた地域との連携　～学生と地域をつなぐ～

③出店準備
④学生が企画した出店の運営
　射的、チョコバナナ、クイズラリー
⑤商店街出店の運営
　����かき氷、わたがし、プラ板、わなげ、サイコ
ロゲーム、フランクフルト

⑥学生が企画した出店の運営
　射的、チョコバナナ、クイズラリー
⑦学内サークル「華舞龍」による演舞
⑧振り返り
　�アンケート記入後全体共有、商店街の方から
の挨拶、宵宮ボランティアの広報

■参加者の声・得られた効果など
・地域の人との触れ合いがあって楽しかった。
・密度の濃い半日でした。
・子どもたちとの会話が楽しかった。
・�いろんな人と出会ってボランティアを成功さ
せるのがすごく面白かった。

・�初めて参加したけれど、とても楽しむことが
出来た。来年もぜひ参加したいと思う。

・�活動後に実施したアンケートを集計した結
果、ボランティアとして参加した学生の多く
に夜市当日の活動について満足してもらい、
楽しんでもらうことが出来ました。さらに、
今回の活動を通して今後もボランティア活動
をしたいと参加者全員が回答してくれたこと
を踏まえ、ボランティア活動を継続してもら
うために2012年度宵宮ボランティアへの参
加を促したいと思います。

■学んだこと・今後の課題
・�参加者・学生スタッフが協力し夜市を盛り上

げることができたと思います。また一連の活
動を通して地域との関わりを強めることがで
きたと思います。これからも継続していきた
いと思います。

・�企画メンバー、その他学生スタッフ間の情報
共有が不十分で正確に伝わっていなかった箇
所がありました。

・�自分の担当以外の出店に関して理解が不足し
ており、質問された時に回答に困ったので、
全体を一通り理解しておく必要があると感じ
ました。

・�当日１時間程度のにわか雨が降ったが、雨の
対策をしていなかったので、雨天の場合も想
定し対策を考えておきます。

・�クイズラリーは今年初めて実施したので、準
備にも手間取り当日も問題が発生しました
が、次回実施時には今回のノウハウが活かせ
ると思いました。

・�今後は商店街との日常的な関係づくりも検討
していきたいと思います。

〈報告者：山下　凌司〉

企 画 名 丸屋町商店街のまちづくり活動へのボランティア協力　（大津祭宵宮イベント）
実 施 日 2012年10月６日（土）15時00分～21時40分（学生スタッフ：14時15分～22時00分）
場　　所 大津市丸屋町商店街
イベント主催 丸屋町商店街振興組合
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 21人（うち、学生スタッフ11人）
企画メンバー

（学生スタッフ）
北岡　なつみ、藤村　由香、若松　隼平、水野　貴博、仲田　匡志、
中村　健人、桑原　初音、中西　篤樹、山下　凌司、新子　翔平
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2012年度活動概要　第２部

■経緯・目的
　2004年度から継続して大津市の丸屋町商店
街で開かれる夜市へのボランティア協力をさせ
ていただいており、より密接に丸屋町商店街と
関わることができないかということで、昨年度
から同商店街で開かれる大津祭りの宵宮イベン
トにボランティア協力することとなりました。
　この活動を通して本学学生にボランティアの
楽しさを知ってもらい、今後のボランティア活
動へのきっかけを作ることを目的としていま
す。また、龍谷大学ボランティア・NPO 活動
センターとして、観光客などへ向けた商店街の
PR を手伝うこと、より一層地域との関係を深
めることを目的としています。

■概　　要
～前日まで～
・�広報（HP、メールマガジン、立て看板、チ
ラシ配り、夜市参加者への広報）

・�丸屋町商店街振興組合との打ち合わせ
・�ミーティング
～当日～
・�アイスブレイク
・�説明会（商店街、宵宮について）
・�まち歩き
・�休憩・夜ご飯
・�出店準備
・�出店運営（綿菓子、フランクフルト、プヨプ
ヨすくい、光り物販売）

・�スタンプラリー（丸屋町商店街、天孫神社）
・振り返り（終了後、学生スタッフ以外は解散）
・�かたづけ

■参加者の声・得られた効果など
・�地域の人々とのふれあいを通して出店の楽し
さ、物を売る難しさを学びました。

・�大津祭りを通じて、龍谷大学の地元にある行
事を学べました。

・�たくさんのお客さんとふれあうことができ、
うれしそうな顔を見られてよかったです。

・�大学生以外の人とのコミュニケーションのと
り方を学びました。

・�地域の祭りへの関心が深まりました。
・�ボランティアに参加でき、人との交流の大切
さを知ることができました。

・�今まで伝統のあるお祭りに参加したことがな

かったので、実際に見ることができてよかっ
たです。

■学んだこと・今後の課題
～学んだこと～
・�一日に配るチラシの枚数をあらかじめ決めて
いたため、目標にむけて配ることができ、チ
ラシが余らずちょうどよかったです。（50枚
／１日×５日＝250枚）

・�夏休み中にミーティングをできて、去年より
も早めに始められたのがよかったです。

・�様々な広報手段をとれたのが効果的でした。
（メールマガジン、チラシ、立て看板、夜市
参加者への広報、HP）

・�前日までに企画担当の学生スタッフの当日の
持ち物を確認できたことがよかったです。

・�少人数でボランティアを行う企画だったの
で、いろいろな人と話すことが出来ました。

・�片づけの場所が最初から決まっていたのがや
りやすく、スムーズにできました。

・�出店を運営する人数が適切だったので、シフ
ト時間中の出店担当は充実した時間を過ごす
ことができました。

～今後の課題～
・�事前の準備不足があり、最後は上回生中心で
企画を進めてしまったので、ミーティングの
スケジュールや内容をあらかじめ決めておく
ことが必要です。

・�直前にシフト・出店内容などの確認不足が
あったので、次回からは先輩や職員の方に確
認してもらうこと、また、大津祭りの仕事と
混ぜないように注意していくことが必要で
す。

・�当日の内容や、ミーティングを休んだ人が共
有できていないことがあったので、ミーティ
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■経緯・目的
　滋賀県大津市中心街を中心とした伝統行事
「大津祭」をより多くの学生に知ってもらい、
そして多くの人に参加してもらうことによっ
て、大津の伝統・文化・現状、またボランティ
アの良さを伝えていくことを今年度の目的とし
ました。

■概　　要
①学内 PR
　７月12日の Let's ボランティア（P.32）にて、
大津祭曳山連盟の方々をお招きし、お囃子の実

演を瀬田キャンパスの野外ステージ前で行って
もらいました。学生スタッフはその間、大津祭
のチラシを配布したり、申込みブースでの受付
や演奏体験を呼びかけたりしました。また、７
月２日から14日間、学生交流会館のエキシビ
ジョンにて、大津祭の写真展示も行いました。
②交流会（13名参加）
　大津祭ボランティアに参加する学生の交流を
図るため、またボランティア募集から本祭まで
期間が空くので交流会を実施しました。アイス
ブレイク、大津祭の簡単な説明を行いました。
③宵宮（学生スタッフ５名が協力）
・�スタンプ台紙の販売、スタンプ押し、景品の
交換

・�大津駅周辺でのちまき販売
④本祭（44名が参加　※うち、学生スタッフ16名）
・�白玉町の「西宮蛭子山」の曳き手ボランティア
・�曳山巡行時の観光客の警備ボランティア
・�有料観覧席での観客の誘導、受付
・�ボランティアの昼食会場の設営、撤去、弁当
配布

企 画 名 大津祭へのボランティア協力

実 施 日

①2012年７月12・13日（月・火）12時40分～13時30分
　　　　　※ Let's ボランティア（以下、Lボラと標記）
②　　　９月10日（月）12時00分～14時00分　交流会
③　　　10月６日（土）16時00分～21時30分　宵宮
④　　　10月７日（日）８時00分～18時00分　本祭
　　　　　※�９月30日（日）に予定していた山建て見学は、台風の影響により中止

場　　所 ①瀬田キャンパス野外ステージ前（７月12日）、樹心館前（７月13日）、
②学生交流会館カンファレンスルーム（９月10日）③④大津市中心市街地

イベント主催 NPO法人大津祭曳山連盟
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
参加人数 本学学生のべ49人（うち、学生スタッフ21人）※上記③④の合計
企画メンバー

（学生スタッフ）
諸岡　龍馬、栗原　啓拓、馬場　眞貴子、田邊　岬、河嶌　倫子、南　伸之介、
木村　直人、山田　英輝、林　知輝、池田　美優

ングでの確認を怠らないこと、議事録をメー
リングリストで共有することが必要です。

・�雨のことを考えておらず、振り返りの場所に
困ったので、次回からは考えるようにします。

・�休憩中などに企画参加者と関われてないこと
があったので、次回からは積極的に関わりに
いくことに努めていきます。

・�終了時刻が遅れて振り返りの時間がおしてし
まい、企画参加者に十分に発言などをしても
らえなかったので、次回からは出店終了時間
をきっちり守り、予定通りに始められるよう
にしていきます。

〈報告者：桑原　初音〉
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2012年度活動概要　第２部

・�大津駅周辺でのちまき販売

■参加者の声・得られた効果など
【本祭のボランティアに参加した学生の声】
・�祭が進むにつれ、地元の方々やボランティア
の人々と盛り上がっていけたのが良かった。

・�様々な人々と触れ合うことができ、大津祭の
伝統を感じられた。

・�巡行経路を聞かれたり、曳き手の人から「あ
りがとう」と言われたりして、目立たない役
割だけどちゃんと役立っているんだなと思っ
た。

・�観覧客に説明を求められたが、説明できな
かった。

・�思っていたより朝が早かったので、早く帰ら
せて欲しかった。

　今年度、ボランティア同士が前もって顔合わ
せを兼ねた交流会をおこなったのが、当日の盛
り上がりに繋がったと思います。参加者から「交
流会は楽しかった」という意見が多数得られた
だけでなく、曳き手ボランティアの終盤では、
囃子方の掛け声に合わせ、みんなで声を出して
祭を盛り上げられました。本番にいきなり知ら
ないメンバーとボランティアしても、緊張など
から盛り上げることも少し難しいと思うので、
交流会は来年度以降も続けると効果的だと思い
ます。

■学んだこと・今後の課題
　Lボラでは曳山連盟の方々は私たちに大津祭
の歴史を熱心に説明してくださいました。その
背景には、若い学生である私たちに大津祭の伝
統を引き継いで欲しいという思いがあると思い

ます。そのような方々の思いを汲み取り、来年
度以降も大津祭という企画を続けていかないと
いけないと思います。
　また、今年は予定していた山建てが台風のた
め無くなり、大津祭の詳しい説明が参加学生に
できませんでした。10月２日と４日の昼休みに
センターで説明会を行いましたが、集合時間や
注意点など最低限の内容しかできなかったこと
から、前述の「観覧客に説明できなかった」と
いった感想に繋がったのではと感じています。
不測の事態に備え、対応策を考えることの大切
さを学びました。
　さらに、「早く帰らせてほしかった」などの
声があったことについては、本祭は拘束時間が
長いため、申込み受付の際にその点もしっかり
と説明することが必要だと感じました。
　今後の課題として、交流会や Lボラでの準
備不足、ミーティングで全員が参加できる日が
少なかったことが挙げられます。改善策として、
ミーティングの回数を増やし、欠席者にはメー
ル等でしっかり内容を共有することが必要に
なってくると思います。

〈報告者：山田　英輝〉

企 画 名 深草ふれあいプラザでの出展
実 施 日 2012年10月13日（土）午前10時～午後２時30分
場　　所 藤森神社
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
共　　催 深草５学区自主防災会調整会
来場者数 約150名（人形劇100名、パネル展50名）
企画メンバー

（学生スタッフ）
板野　裕子、宮林　嵩、峰松　優丞、星野　智子、山口　駿、田中　典子、
田部　翔、小松　茂樹
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■経緯・目的
　初めてブースを出展した昨年度に引き続き、
今年も機会を頂いたので出展しました。
　昨年度はパネルのみの展示でしたが、今年は
さらに人形劇や防災グッズ作りをすることで、
深草地域の幅広い世代の方々に防災意識を高め
てもらうことを目標としました。

■概　　要
【人形劇】「パンたろうをたすけよう !!」
　小学校低学年の子どもたちを対象に、家の中
で震度５強の地震が発生し、避難所まで避難す
る間にとる正しい行動と危険な行動をクイズを
通して伝える、という約20分の人形劇を３回行
いました。
【パネル展】
　①当センターの紹介
　②９月25日（火）の防災講習の活動写真
　③�９月13日（木）～16日（土）の震災ボラン

ティアの活動写真
【防災グッズ作り】
　自主防災会の方々が担当で、小学生の保護者
の方々を対象に身近にある生活雑貨で防災グッ
ズ作りを行いました。
■参加者の声・得られた効果など
【来場者の声】
・人形劇がとてもわかりやすく、楽しかった。
・�パネル展の漢字が子どもたちには読めなかっ
た。

【自主防災会の方々の声】
・�当センター学生スタッフは全体的に大人しい
印象があるので、客の呼び込みはもっと激し
くした方がいい。

【学生スタッフの声】
・地域の方々と交流できた。
・子どもたちがたくさん来てくれた。

■学んだこと・今後の課題
　今回の企画は自主防災会の方々との共催とい
うこともあり、備品の貸し出しや運搬等ご迷惑
をお掛けすることがありましたが、当センター

だけではできない規模の展示を当日無事に成功
させることができ、団体間の繋がりが深まった
と思います。
　活動の振り返りでは、「メールを返信しない」
「やることのリストアップができていなかっ
た」などの意見が多く、情報の共有方法につい
ての課題が浮き彫りとなりました。今後もス
タッフ全員でこの課題について考えていきたい
と思います。
　今回は企画を担当した学生スタッフ８人中６
人が新スタッフでした。この企画を始める以前
は新スタッフ同士のコミュニケーション不足が
不安視されていましたが、この企画を通して一
人ひとりの性格や特技などをお互い知ることが
でき、今ではスタッフ全員と賑やかに笑い合え
る関係になったと実感しています。
　最後に、私たちは「防災」というテーマで出
展しましたが、今回の企画を通してこのテーマ
を伝えることの難しさや、考えることの大切さ
を学びました。私たちが子どもの頃から教わっ
てきた災害時の正しい行動は、その行動を行う
人や場所、また災害の種類によって時には危険
な行動となることがあります。こう考えると答
えが出にくいテーマに思えますが、だからこそ
継続して考え、伝えていく必要があるのだと思
いました。今後も様々な形で地域住民に伝えて
いきたいと思います。

〈報告者：小松　茂樹〉
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■経緯・目的
　深草商店街で行われる「ふかくさ100円商店
街」のイベントに学生がボランティアとして参
加してもらうことで自分たちも地域活性化に貢
献できることを体感してもらい、地域に関する
関心を高めて、今後のボランティア活動への
きっかけ作りの場とするとともに、地域と学生
を結びつけ、地域が活性化するきっかけをつく
ることを目的に実施しました。

■概　　要
①�ボランティア参加希望の学生を対象にふかく
さ100円商店街の事前説明会を実施。深草商
店街の三井理事長、大山理事に来ていただき、
ふかくさ100円商店街について説明していた
だきました。あわせて学生から前年度の活動
風景と当日の活動内容を紹介しました。

②当日活動内容
・イベントの運営ボランティア
　�小学校での案内、商店街内での案内、ブース
（センター主催以外）のお手伝い、聖母女学
院でのイベント準備（学生スタッフのみ）

・ブース
　（場所）深草小学校体育館前のスペース
　・�空き缶積み…制限時間内にどれだけ高く積

み上げられるかを競う
　・�メンコ…折紙でメンコを作ってもらい、ダ

ンボールで作った敵キャラをひっくり返し
てもらう

・スタンプラリー
　�ふかくさ100円商店街を盛り上げるためにス
タンプラリーを実施することを深草商店街に
提案し実施しました。

・ロンくん（龍谷大学マスコットキャラクター）
　�子どもに喜んでもらうため、ロンくんに登場

してもらいました。
　�　雨天のため、小学校内で登場してもらいま
した。途中雨でロンくんのメンテナンスが必
要になり、スケジュール通りにはいきません
でしたが、小学校にて熊本県ゆるキャラ「く
まもん」との交流、午後からは京都市長との
交流を行うことができました。

・展示会
　�ボランティア・NPO 活動センターの広報を
目的に、展示会を実施

　　　共催：深草学区自主防災会
③座談会（参加者５名）
　�ふかくさ100円商店街終了後、参加メンバー
の方と当日の感想などを話し合い、親睦を深
めてもらう目的で座談会を実施しました。

○広報手段
　・チラシ作成
　・各イベント（龍谷祭など）にて広報
　・ボランティアコーディネート中に紹介
　・ポスターの設置
　・ブースの設置
　・�以前にセンターへ来室した方へメールでお

知らせ

企 画 名 ふかくさ100円商店街への協力

実 施 日
2012年11月８日（木）説明会
2012年11月17日（土）当日
2012年11月27日（火）座談会

場　　所 深草商店街振興組合
実施主体 龍谷大学ボランティア・NPO活動センター
イベント主催 深草商店街振興組合
参加人数 本学学生41人（うち、学生スタッフ22人）
企画メンバー

（学生スタッフ）
篠原　成生、板野　裕子、二川　紀子、後追　治基、冨永　玄哲、
前田　剛志、峰松　優丞、吉沢　公輔
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○対象　龍谷大学学生
○�参加人数　41人（うち、学生スタッフ21人）
○�協力：野外活動サークル、美術部あーちすと
会、京炎そでふれ！輪舞曲、ジャズ研究会、
手話サークル

■参加者の声・得られた効果など
・�「初めてボランティアに参加したので不安と
かあったんですが、すごく楽しくできました」
という声をいただき、当初の目的であった「今
後のボランティア活動へのきっかけ作りの
場」を果たせていたように思える。

・�ボランティア初挑戦の方でも楽しく行いやす
いボランティアとそうでないボランティアを
分けて行った結果、ボランティアを楽しくで
きたという声をいただくことができた。

・�雨天時という悪条件の中で臨機応変に動くこ
とができた。

・�広報に力を入れた。特に以前にセンターへ来
室した方へメールでお知らせしたのは効果が
あり、今後の活動に活かせると思う。

・�商店街の方と協力し新しいイベントを創ると
いうのは今回初めての試みであり、試行錯誤
した。

・�商店街の方との交流が頻繁にできた結果、商
店街とのつながりをより深めることができ
た。

・�様々なサークルと縁ができ、今後の活動に活
かすことができると思われる。

■学んだこと・今後の課題
　今回の企画を通じ、商店街の方とのつながり
がより深くなり、次回につなげることができま
した。
　１日だけの単発ボランティアということで、
参加した学生にボランティアの楽しさを伝えき
れなかった部分もあるかと思います。今後は参
加した学生へのフォローが大切であると思いま
す。
　また、ほかの団体の方との協力には、より細
かいことでも情報を共有する必要があると学び
ました。
　今回出た反省を、今後の活動に活かせるよう
に努力いたします。

〈報告者：篠原　成生〉

企 画 名 深草文化交流への協力
実 施 日 2013年１月12日（土）９時30分～16時00分
場　　所 深草総合庁舎　１階
実施主体 深草ふれあい事業実行委員会
参加人数 本学学生10人（全て学生スタッフ）
企画メンバー

（学生スタッフ）
小松　茂樹、前田　剛志、吉水　崇博、粟津　涼平、星野　智子、田部　翔、
吉沢　公輔、山本　富美子、森本　浩司、山口　駿

■経緯・目的
　２年前に伏見区役所深草支所総合庁舎にて当
センター設立のきっかけとなった兵庫県南部地
震（阪神・淡路大震災）や伏見区の災害、災害
ボランティアについて展示をしたことから始
まったこの活動を引き継ぐ形で、今年も展示を

させていただくことになりました。
　今回は地域の方々により一層興味を持ってい
ただくために、当センターが行ってきた防災に
関する活動（震災ボランティア、防災講習、深
草ふれあいプラザなど）のパネル展示に加え、
新聞紙スリッパやトイレットペーパーを使った
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マスクなどの簡易防災グッズ作りや、ムービー
メーカーでつくった映像を流しました。
　また、防災を呼びかけるだけでなく実際に地
域の方と学生スタッフが話し合って紹介するこ
とによって、多くの方に龍谷大学ボランティア・
NPO 活動センターのことを知っていただくこ
とも目的としています。

■概　　要
・�2012年度に当センターが行ってきた防災に
関する取り組み（震災復興支援ボランティア、
龍谷大学内で行った防災講習、深草ふれあい
プラザ）を模造紙にまとめて、パネル展とし
て展示しました。

・�当センターについての紹介も模造紙にまとめ
て展示しました。

・�新聞紙スリッパやトイレットペーパーマスク
などの簡易防災グッズ作りを行いました。

・�パネル展示を行うだけでなく、ムービーメー
カーで作った映像を流しました。

・�２日目以降はパネルのみを引き続き置かせて
いただきました。

■参加者の声・得られた効果など
　多くの方が東北の復興支援ボランティアに興
味をもたれていました。「かつての住宅街が津
波で流されて、今では雑草の生い茂った草むら
になってしまっているのを見て、津波の恐ろし
さを知った」「阪神・淡路大震災がおこったと
きを思い出した」「もうあまりテレビではやら
なくなったが、東日本大震災はまだ復興しきっ
ていないことを知った」「あなたたちのような
若い人に、これからももっと積極的にいろいろ
な活動をしていただきたい」などの声をいただ
きました。

　また、防災グッズ作りでは「こんなに簡単に
スリッパがつくれるんだ」「孫に持っていって
あげよう」など、防災グッズ作りを楽しみ、喜
んでくれる方がたくさんおられました。
　「東北のことを知る機会を作ってくれてあり
がとう」など、感謝のお言葉をいただくことも
ありました。
　全体を通して、多くの方に展示を見ていただ
き、多くの方に防災の意識を高めていただけた
ように感じます。また、地域の方と実際にお話
し、交流することによって、防災に関すること
だけでなくいろいろなお話をお聞きすることが
でき、私たちスタッフにとっても貴重な経験と
なりました。

■学んだこと・今後の課題
　今回の活動では、企画メンバーが10人もお
り、なおかつ一人ひとりが積極的に来ていただ
いた方に声をかけることが出来たので、より多
くの方に展示を見ていただけたと思います。ま
た、実際にお話し、交流することで、多くの方々
に私たちの活動を知っていただくことが出来た
と思います。
　一昨年の報告書では「災害ボランティアにつ
いてはあまり関心を示してもらえなかった」と
ありましたが、今回は非常に多くの方に関心を
もっていただくことが出来ました。これも活動
を長く続けていることによって展示する内容や
私たちが紹介できる内容が濃いものとなってい
るからだと感じ、活動を継続して行うことの大
切さを学びました。
　課題としては、当日の朝になっていろいろと
展示物が不足しているということに気づくと
いったように、準備の甘さというものを感じま
した。また、最初の段階から、すでにパネルが
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企 画 名 福祉企画　Project W　～ボランティアをして福祉について知ろう !!～

実 施 日
受入団体
場　　所

Ⅰ．企画メンバーと学生スタッフでのボランティア活動
　●草津市　学童保育所　のびっこ草津　　　　　　　　2012年８月７日
　●社会福祉法人　介護老人保健施設　西の京　　　　　2012年８月16日
　●大津親子劇場　親子フェスティバル　　　　　　　　2012年８月21日
　●近江八幡市　近江八幡市余暇支援クラブ　はちの子　2012年８月21・27日
　●湖南市　湖南市国際協会　スマイリー水戸　　　　　2012年８月27・28日
　●社会福祉法人　近江ちいろば会　ぼだいじデイサービスセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年８月31日
　●公益財団法人　京都市都市緑化協会　宝ヶ池 PLAY�PARK�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年９月２日
　●山科タンタンおもちゃライブラリー　　　　　　　　2012年12月16日
Ⅱ．龍大生を対象としたボランティア活動
　①2012年11月25日（日）10時00分～15時30分
　　公益財団法人　京都市都市緑化協会　宝ヶ池 PLAY�PARK
　　「どんぐり祭り」宝ヶ池公園　自然の楽園
　②2012年12月15日（日）９時30分～16時30分
　　社会福祉法人　近江ちいろば会
　　�ぼだいじデイサービスセンター・グループホームぼだいじ
　③2012年12月22日（日）９時00分～16時00分
　　社会福祉法人　しあわせ会　障害福祉サービス事業所　むつみ園
　　「クリスマス会」
Ⅲ．ボランティア後の参加者全体での事後交流会
　　2013年１月９日（水）17時00分～18時30分
　　事後交流会　　　学生交流会館　カンファレンスルーム

実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）

参加人数

Ⅱ．①16人（うち、企画メンバー６人）
　　②14人（うち、企画メンバー５人）
　　③10人（うち、企画メンバー４人）
Ⅲ．　23人（うち、企画メンバー10人）

企画メンバー
（学生スタッフ）

森口　堅右、河嶌　倫子、近藤　晨吾、小野　友理香、口分田　知佳、
小林　陽太、寺林　千尋、春本　真也、中西　篤樹、矢島　隼志

ほぼ出来上がっており、長い準備期間でゆとり
を持ちすぎてしまい、メンバー全員の気持ちの
ゆるみというものも出てしまいました。準備段
階での議事録の共有不足がこのような結果を招
いてしまったと反省しています。これらの反省
点を踏まえ、企画メンバー全員が高い意識をも
つことの大切さを感じました。
　ただ、自主防災会の方には「去年よりもよかっ
た」などのお声をいただき、活動自体は成功を
収めることが出来たと思います。また「防災に

関する企画などで支所を使いたかったら使って
くれてもかまわない」ということも言っていた
だきました。これも先輩たちの頃から地域との
つながりを大切にしてきたからこそ言っていた
だいたお言葉だと思うので、これからもこのつ
ながりを大切にして、さらに地域活動・貢献に
力をいれていきたいです。

〈報告者：山口　　駿〉

■経緯・目的
　“福祉に関するボランティアに参加してそれ

ぞれのボランティア先の活動背景・活動内容を
理解する”“龍大生に福祉のボランティアに参
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加してもらうことによって、福祉に対しての視
野を広げてもらい、今後のボランティア活動に
活かしてもらう”という２つのことを目的に、
障がい者、高齢者、児童の三分野のボランティ
ア活動に参加する企画を実施しました。
　“福祉”というと、障がい者は不自由だとか、
高齢者は頑固といったような固定観念を持つ人
もいます。実際にボランティアを体験してもら
うことによって、イメージの再確認や新たな発
見をすることもでき、今まで持っていた固定概
念を変えるきっかけにしてほしいと考え、この
企画に取り組みました。

■概　　要
Ⅰ．企画メンバーと学生スタッフでのボラン
ティア活動
　８月から12月にかけて企画メンバーが選定し
たボランティア活動に瀬田学生スタッフと共に
参加しました。そこでのボランティア活動を通
じて、児童福祉施設の現状や子ども健全育成の
ための地域での取り組み、介護現場の現状や厳
しさ、障がい者理解や多文化交流の大切さを学
びました。
●のびっこ草津
　�子どもたちと体育館で鬼ごっこをしたり、室
内でパズルをしたりして遊びました。

●西の京
　�各グループに分かれて高齢者の方とお話をし
たり、屋上で送り火を一緒に見ました。

●親子フェスティバル
　�ボウリングや輪投げをして遊んだ後、参加者
全員でオペラ鑑賞をしました。

●はちの子
　�障がいを持った子どもたちと一緒にゲームを
したり、踊ったりしました。

●スマイリー水戸
　�外国人の子どもたちに勉強を教えたり、紙飛
行機を作って楽しみました。

●ぼだいじデイサービスセンター
　�高齢者の方とお話をしたり、ゲームをしたり
して余暇を共に過ごしました。

●宝ヶ池 PLAY�PARK
　�大自然の中で子どもたちと走り回ったり、鬼
ごっこをしたりして一緒に汗を流しました。

●タンタンおもちゃライブラリー
　�子どもたちと一緒にホットケーキを作った

り、体育館でボール遊びなどをして楽しみま
した。

Ⅱ．龍大生を対象としたボランティア活動
　瀬田キャンパスの学生を募集して地域の福祉
系のボランティア活動に参加してきました。ま
た、それぞれ活動前の説明会や当日の活動後の
振り返りをしました。
①宝ヶ池 PLAY�PARK
　�子どもたちに大自然の中での遊び場所を提供
し運営をしている団体のボランティアに参加
しました。毎年恒例となっている大規模な秋
のイベント「どんぐり祭り」に来る子どもた
ちと遊んだり、各コーナーのお手伝いをしま
した。

②ぼだいじデイサービスセンター
　�デイサービスセンターやグループホームを利
用する高齢者の方とお話をしたり、レクリ
エーションなどを楽しみました。

③むつみ園
　�障がい福祉サービスを提供している団体での
クリスマス会でのボランティア。障がいを
持った大人の方々とケーキやクリスマスツ
リーを作ったり、ビンゴゲームをしたりとク
リスマス会を一緒に盛り上げるお手伝いをし
ました。

Ⅲ．参加者全体での事後交流会
　全ボランティアの活動後に、全体の振り返り
として事後交流会を実施しました。映像と報告
をもとに各活動を振り返ったり、「福祉とはな
にか」について考え、意見の共有も行いました。

■参加者の声
Ⅱ．①宝ヶ池 PLAY�PARK
　・�子どもたちからチャレンジ精神を学びました。
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　・�一緒になって遊ぶことで子どもの成長を直
で感じることができました。

②ぼだいじデイサービスセンター
　・�傾聴することの大切さを学びました。
　・�認知症の人に対する見方が変わり、理解が

深まりました。
③むつみ園
　・�表情の変化で気持ちの伝わり方も変わると

いうことを学びました。
　・�コミュニケーションをとるには笑顔が大切

だと改めて感じました。
Ⅲ．事後交流会
　・�意見を共有することで自分の思っていた
「福祉」の幅が広がりました。

　・�他のボランティアの様子も見ることがで
き、今後行ってみたいと思いました。

　・�他の分野のボランティアにも興味をもちま
した。

■得られた効果
・�まず企画メンバーがボランティア先に行って
ボランティア体験と質疑応答を行うことで、
それぞれの活動背景や活動内容を理解するこ
とができました。

・�参加した学生および学生スタッフに福祉に対
する視野を広げてもらうことができました。
企画後も同じ団体にリピートしてボランティ
アに行く学生もいました。

・�ボランティアごとに時期をずらして広報した
ことにより、多くの学生に呼びかけることが

できました。
・�企画全体を通して、おおよそ100名が各ボラ
ンティアに参加し、地域の福祉系団体のボラ
ンティアニーズに応えることができ、今まで
以上に団体との連携を図ることができまし
た。

■学んだこと・今後の課題
　全体を通しての反省として、「計画性がなかっ
た」「情報共有が不十分」といった意見が多数
あがり、先を見据えた計画が必要だったと思い
ました。
　活動後にアンケートをとった結果、“福祉”
に対して元から良いイメージを持っていた参加
者もいましたが、「子どものための環境作りも
福祉であることを知った」「高齢者は話しやす
い」「障がい者は個性的でフレンドリー」など
のような新たな発見をした参加者がたくさんい
ました。
　今回この企画を通して参加者に“福祉”につ
いて考えてもらうことができただけではなく、
自分たち企画メンバーも“福祉”について新た
な知識を得たり、幅広く体験をすることができ
ました。“福祉”はあらゆる分野のボランティ
アに関連していると考えられることから、これ
からはどのボランティアにも“福祉”の視点を
もって取り組んでいくと共に、この企画で得た
知識・体験をさらに深めていきたいです。

〈報告者：春本　真也〉

■経緯・目的
　毎年草津市で実施されている「くさつ子ども
フェスタ」に本学学生がボランティアとして参
加することで、ボランティアへの抵抗をなくし

てもらうと同時に、ボランティアの楽しさを
知ってもらい、今後のボランティア活動のきっ
かけにしてもらうために実施しました。
　また、今年度は瀬田の学生スタッフ全員で関

企 画 名 くさつ子どもフェスタ2013ボランティア
実 施 日 2013年１月20日（日）８時00分～15時00分
場　　所 草津市野村運動公園グラウンドおよび体育館
イベント主催 くさつ子どもフェスタ2013実行委員会
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）
延べ参加人数 95人（うち、学内サークル28人、学生スタッフ37人、その他の学生30人）
企画メンバー

（学生スタッフ）
南　伸之介、歌藤　智弥、栗原　啓拓、松野　嵩、北岡　なつみ、
佐々木　奈央、辻村　圭祐、中山　陽貴、山田　英輝

2012活動報告_本文_第二部.indd   53 13.12.20   9:46:01 AM



54

2012年度活動概要　第２部

わってイベントを盛り上げることも目的としま
した。

■概　　要
・�前日準備への参加（風船アーチの作成やテン
ト建て等）

・�イベント当日の準備と片付け
・�虹色ブース（７つの遊びのブース）
　�アニマルたたき／みんなでゴルフ（パターゴ
ルフ）／鬼ごっこ／缶積み／スポーツ的あて
／紙ボールで遊ぼう（新聞紙で丸めたボール
を的に向かって投げる）／ペットボトルボウ
リング

・�学内サークルによるステージ出演と体験ブース
　「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」
　�「よさこいサークル華舞龍」（ステージ出演のみ）
・�着ぐるみ（たび丸くん、キャッフィー、アオ
バナちゃん）を着ての PR活動

・�他の参加団体のブースのお手伝い

■参加者の声・得られた効果など
良かった点
・�子どもたちに声かけをしながら、自分も楽し
んでできました。

・�難しいイメージを持っていたが、今回の活動
を通してこれからもたくさんのボランティア
に参加していきたいと思いました。

・�少しボランティアに対する抵抗がなくなった
ように感じます。

・�子どもたちとふれあえて楽しかったし、どう
いう工夫をすれば三線を教えやすくなるかな
どの参考になった。（うみんちゅ）

・�子どもに大人気でたくさん接することができ
た。自分に人気があるのかと勘違いしてしま
う。（着ぐるみ）
悪かった点
・�慣れてきたころにシフト交代だったのが残念
でした。

・�少し人手が足りなくて、時間で打ち切って子
どもを帰らせてしまった。

■学んだこと・今後の課題
　今年は学生スタッフ全員でこの企画に関わり
ました。全員で関わることで、準備や片付けが
スムーズに進み、７つのブースを出したので多
くの子どもたちを楽しませることができまし
た。その反面で、人数が多い分、準備や片付け
の時に忙しい人とそうではない人の差がありま
した。また、情報の共有が十分ではなかったた
め、当日の指示不足で困っている参加学生もい
ました。
　活動前に学生スタッフ以外の参加学生との交
流を深めるため、ブース別に分かれて対戦式で
アイスブレイクを行いましたが、前半のシフト
グループをベースに行ったので、後半のシフト
で一緒の学生同士の事前交流ができませんでし
た。各役割の運営に精一杯で、学生スタッフに
よる参加学生への対応が十分でなかったことが
反省点です。
　また、ぎりぎりまで参加者を募集していたた
め、人数確定をしてからシフトを組むのが大変
でした。さらに、当日のキャンセルやブースで
の人手不足があったので、そういった時の対応
をしっかりと決めておくべきでした。
　今回出た課題・反省点を受けとめ、改善策を
しっかり考え、次年度の企画に生かすようにし
たいと思います。

〈報告者：辻村　圭祐〉
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企 画 名 第５回プチふかくさ100円商店街への協力
実 施 日 2013年３月２日（土）10時00分～14時00分
場　　所 深草商店街（深草小学校）
イベント主催 深草商店街振興組合
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）
参加人数 学生スタッフ11人
企画メンバー

（学生スタッフ） 後迫　治基、前田　剛志、森本　浩司

■経緯・目的
　毎年春に開催される「プチふかくさ100円商
店街」。ボランティア・NPO活動センターでは、
深草商店街振興組合からの依頼を受け、祭りを
盛り上げ、イベントを支えるボランティア協力
を行っています。
　今回のボランティアは秋にある「ふかくさ
100円商店街」に向けて地域とのネットワーク
の強化やスタッフの意識向上を旨として取り組
みました。

■概　　要
①割り箸鉄砲のブース運営
・��子どもを対象に割り箸鉄砲を教えるブース。
　�こちらで用意した割り箸鉄砲の製作キットを
使って、作ったものを持って帰ることができ
る割り箸鉄砲の作り方を学生スタッフが教え
ました。

・射的場の運営
　�上記の割り箸鉄砲を作るブースで、割り箸鉄
砲を作り終わった後に試し撃ちができる的当
てのテントを用意しました。作っていない子
どもでも遊べるように完成品も用意しまし
た。

②遊具を用いたボランティア
・�けん玉、大縄、こまなどの遊び道具を使い子
ども達と昔の遊びで楽しみました。

③他団体のブース案内
・�マイク・スピーカーを使用してのブース・プ
チふかくさ100円商店街のイベント案内

④�ボランティア・NPO活動センターの活動展示

■参加者の声・得られた効果など
・�割り箸鉄砲は知っていたけど作ったことはな
かったから面白かった（地域の子ども）

・�懐かしい遊びを子どもと一緒にできて良かっ
た（子どもの保護者）

・�イベント全体が明るくなった気がします（深
草商店街関係者）

等のお声をいただきました。割り箸鉄砲のブー
スは好評で、遊びに来た子ども達で賑わいまし
た。
　また、継続的な取り組みによって、地域の方々
にボランティア・NPO 活動センターの活動が
認められつつあると感じました。

■学んだこと・今後の課題
　今回の企画は、イベントの実行委員の方がボ
ランティアに求めることがはっきりとしていた
為、どのような役割を持って祭りに参加してほ
しいのかが明確でした。そのため今回は子ども
にターゲットを絞って、また来たくなるような
面白い余興作りに重きを置いてこの企画に関わ
りました。
　しかし、依頼からイベント当日まで期間が短
く広報の期間が十分に取れなかったので、今回
は学生へのボランティア募集が出来ませんでし
た。しかし、活動を通して学んだことやノウハ
ウが数多くあり、次の企画に活かしていける学
びが数多くありました。秋のイベントではこの
反省と今回得た気づきを踏まえ、学生を巻き込
み、地域の問題点にも目を向けてもらえるよう
な企画にしていきたいと思います。
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■経緯・目的
　2008年度末にボランティア・NPO 活動セン
ターとも関係の深い（特活）JIPPO の専務理
事であり、元龍大教授である中村尚司先生から、
「東西高瀬川および山科川の橋の下などで生活
している野宿者を支援する試みを JIPPO で行
いたいので協力をして欲しい」との依頼が寄せ
られました。実際に、JIPPOスタッフとセンター
スタッフ、学生スタッフの有志で河川を歩き、
調査してみたところ、支援が必要だと確信し、
‘09年春より、野宿者の生活支援を目的に
JIPPO と協力して伏見区野宿者支援プロジェ
クトを本格的に開始し、今年度も引き続き活動
しています。
　また、この活動を通じて、参加学生が社会の
問題や自分自身の偏見に気づき、自分自身の問
題として考え、行動できるようになるきっかけ
になることも目的とし、学生に対し広く参加を
呼びかけています。

■概　　要
　月に１回ずつ３河川（東高瀬川・西高瀬川・
山科川）の周辺に居住している野宿者に食料な
どの支援物資を持って訪問し、世間話をしなが
ら健康状態や困っていることなどについて聞き
取りを行い、必要に応じて情報提供や行政への
働きかけを行いました。
　また、毎回参加者の変更があるため、顔合わ
せと初参加の学生には簡単な活動に対する説明

を行った後、支援物資の配布準備を行い、深草
キャンパスを出発しました。活動終了後は毎回、
参加学生と JIPPO のスタッフ、コーディネー
ターとでふりかえりを行い、活動を通じて得た
気づきや疑問などを共有しています。
　訪問メンバーは、JIPPO スタッフ、本学学生、
本学教員、センター職員です。
　学生への呼びかけは、主にHPやポスター掲
示、来室時や別事業の参加者への案内等を通し
て行いました。

★NPO法人 JIPPO との役割分担は以下の通り

JIPPO ボランティア・
NPO活動センター

・�訪問の際の車の手
配及び運転

・�支援物資購入のた
めの資金提供

・�入浴券の購入
・�行政機関との対応

・�支援物資の購入（会計報
告含む）

・�支援物資の管理（入浴券
他、支援物資全般の管理）

・�支援物資の配布準備
・�広報活動（ボランティア
の募集及び活動報告）

報告書の作成やマスコミ対応などについては、
両組織が共同で実施しています。

■参加者の声・得られた効果など
・��はじめて野宿者の方と話してみて、明るく穏
やかな方々で、自分の勝手な偏見に気がつき
ました。

・��飼い犬や猫のことが気がかりで生活保護受給
に踏み切ることができない方のことを知り、

企 画 名 伏見区野宿者支援プロジェクト

実�施�日

2012年４月25日、５月22日、６月18日、７月19日、８月22日、９月27日、
10月29日、11月14日、12月12日、2013年１月17日、２月８日、３月12日
●11月25日　15時00分～19時00分　居宅訪問
●１月12日　９時00分～14時00分　東本願寺前でのもちつき大会

時　　間 15時30分～19時00分で実施（その時によって多少の前後あり）
場　　所 京都市伏見区の東高瀬川・西高瀬川・山科川周辺
実施主体 （特活）JIPPO、ボランティア・NPO活動センター
参加人数 79名（学生37名、教員２名、JIPPO関係者26名、センター職員14名）

　このイベントに関わる目的である『地域の貢
献やイベントの盛り上げ・補助の活動』は果た
せたと思います。そして、なによりお祭りに来
てくれた人が割り箸鉄砲を片手に、笑顔で後に

していく光景は自分自身やりがいのあった活動
だと思います。

〈報告者：後迫　治基〉
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もう少し制度の部分で一人一人の人生、生き
方を大切にできるようなシステムができない
のかと思いました。

・��中学生が家の毛布を川に捨ててしまったり、
飼っていたウサギに乱暴したりと悪質ないた
ずらをしているということを耳にして、もっ
と学校でも野宿者のことを学ぶ必要があるの
ではと感じました。

・��川沿いが自分の生活圏内だったので、自分が
生活しているところと隣りあわせで野宿者の
方々も暮らしているのだと強く意識し、その
ギャップも強く感じました。　　等

■コーディネーター所感
　この活動が始まって４年目になり、野宿者の
皆さんからもこのプロジェクトを認識されるよ

うになって、コミュニケーションも密になった
ように感じます。
　2011年４月の空き缶条例発効より生活保護
を受給する野宿者が多くなり、毎月訪問してい
る河川周辺に居住している野宿者も開始当初か
ら比較すると半分～３分の１程度の人数になり
ました。当初は、河川敷という過酷な状況で暮
らしている方が住宅に移っていなくなることが
ゴールと考えていましたが、住宅に入居した後
も、それまでのネットワークが断たれたり、新
しい環境になじめなかったり、孤独な環境での、
課題は続くことがわかってきました。
　そこで、河川敷で暮らしている時に訪問して
いた元野宿者の方がどのようにお過ごしか、11
月に一度居宅訪問を試みました。訪ねたところ
では、毎日の話し相手がおらず、とても歓迎し
て下さる方もおられました。
　当初の河川敷訪問はかなり短時間で終えるよ
うになり、どこをこのプロジェクトのゴールに
するのか考える時期に来ているのかもしれませ
ん。当面は、河川敷から一人もおられなくなる
ことをめざし、学生との訪問を続けていきます。

〈報告者：竹村　光世
（深草キャンパス　コーディネーター）〉
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