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2013年度活動概要　第二部

●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
　ボランティアに興味を抱いているが一歩踏み
出せない学生に向けて、学生スタッフと一緒に
学生がボランティア体験できるプログラムを季
節ごとに作る。このことによって、気軽にボラ
ンティアに参加できることを目的とする。
　この体験の後、引き続きボランティアに参加
できるように、次回の同様なプログラムの紹介
や他のボランティア活動を紹介できるようにし
て、一度のボランティア経験だけで終わらせな
い様にする。

■概　　要
【春】チラシ500部（４月15日〜５月15日まで配布）
・竹と緑（環境）
　説明会：４月30日（火）12時半〜13時
　　　　　�龍谷大学ボランティア・NPO 活動

センタースタッフルーム
　当　日：５月12日（日）９時30分〜15時30分
　　　　　�９時30分　�龍谷大学（深草学舎）�

正門前集合
　　　　　10時〜15時　活動
　　　　　15時〜15時30分　ふりかえり
　内　容：�屋外で草刈りなどの農作業、また屋

内で竹と緑の活動趣旨を学ぶ
　参加者：６名（学生スタッフのぞく）

・大岩山一斉清掃（環境）
　説明会：５月17日（金）12時半〜13時
　　　　　�龍谷大学ボランティア・NPO 活動

センタースタッフルーム
　当　日：６月１日（土）９時〜11時45分
　　　　　�９時　龍谷大学（深草学舎）正門前

企 画 名 気軽にボランティア！
日　　時 2013年５月12日（日）、６月１日（土）、７月13日（土）、８月９日（金）
場　　所 竹と緑の農園、大岩山、梅小路公園、伏見区青少年活動センター
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）

協力団体 NPO法人京都深草ふれあい隊�竹と緑、京都市伏見区役所深草支所、公益財団
法人京都市都市緑化協会�梅小路プレイパーク、醍醐居宅支援センター

参加人数 本学学生51名（うち学生スタッフ　33名）
企画メンバー

（学生スタッフ）
二川　紀子、北川　亮輔、根縫　凌馬、廣瀬　令奈、宮岸　李奈、森本　浩司、
山本　富美子、粟津　涼平、藤原　恵太、山本　翔、小山　由貴、西角　真子
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集合
　　　　　10時〜11時30分　活動
　　　　　11時30分〜11時45分　ふりかえり
　内　容：�大岩街道南側竹林沿道〜大岩山展望

所間を清掃する
　参加者：９名（学生スタッフのぞく）

【夏】チラシ512部（６月18日〜７月18日まで配布）
・梅小路プレイパーク（子ども）
　説明会：７月５日（金）12時半〜13時
　　　　　�龍谷大学ボランティア・NPO 活動

センタースタッフルーム
　当　日：７月13日（土）８時45分〜16時
　　　　　８時45分　京都駅集合
　　　　　９時30分　梅小路公園＆活動準備
　　　　　10時〜15時　活動
　　　　　15時〜16時　片付け＆ふりかえり
　内　容：�梅小路公園で子どもたちと自然の中

で遊ぶ
　参加者：２名（学生スタッフのぞく）
・醍醐居宅支援センター（福祉）
　説明会：７月19日（金）12時半〜13時
　　　　　�龍谷大学ボランティア・NPO 活動

センタースタッフルーム
　当　日：８月９日（金）16時〜20時
　　　　　�16時　�龍谷大学（深草学舎）正門前

集合
　　　　　16時半　�深草青少年活動センター到

着＆準備開始
　　　　　17時〜20時　調理実習＆ふりかえり
　内　容：�障がいのある方と一緒に調理実習（サ

ラダうどん、フルーチェデザート）
を楽しむ

　参加者：１名（学生スタッフをのぞく）

■参加者の声・得られた効果など
・�企画のねらい通り、ボランティア初体験の参

加者が多く、「楽しかった」「ボランティアに
ついて学べた」「また参加したい」などの声
をたくさん聞くことができた。

・�センターの学生スタッフにとっても「ボラン
ティアについて改めて学べた」「コーディネー
トの際に説明できるようになった」等、とて
も良い効果を得られた。

・�約１カ月に１回企画を実施していた為、回数
を重ねる毎に説明会や当日の学生スタッフの
動きなど、ふりかえりで出た反省点や工夫を
すぐ次に活かすことができた。

・�企画参加後、センターにボランティア相談の
ため来訪した学生は４人（うち、違う日程の
この企画に再度参加してくれたのは１人）。
学生スタッフになった学生は１人。約25％の
学生の参加者がその後ボランティアになんら
かの形で関わった。

■学んだこと・今後の課題
　当初この企画は年４回、季節ごとに活動する
予定だったが、後期の他の企画に参加している
企画メンバーが多く、他の活動が忙しくなり、
前期だけで活動が終わってしまった。その他の
企画の予定を加味しながら活動内容・活動期間
についてもっと考慮するべきだった。
　また、センターの来室者が春に多かったため、
春分に実施した「気軽にボランティア！」も参
加者が多かったが、夏に入ってセンターの来室
者が減少するとともに、「気軽にボランティ
ア！」の参加者も激減した。広報がチラシ配り
のみで、配る期間も十分とはいえなかったこと
が理由であり、今後もっと広報に力をいれたい。
　そして企画の参加者がボランティアに継続し
て参加できるような連絡体制（メールマガジン
や SNS 等）の確立が必要だと感じた。

〈報告者：二川　紀子〉
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■経緯・目的
　大津市にある丸屋町商店街で毎年行われてい
る夜市という縁日があります。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、この商店街へボラ
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、
夜市の他にも宵宮や100円商店街に関わり丸屋
町商店街を盛り上げるために取り組んでいま
す。
　今回は、『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』を目的に龍大生にボランティ
アの魅力を知ってもらい、大津のまちに関心を
持ってもらいたいと思い実施しました。

■概　　要
交流会
　参加学生同士で事前に顔合わせをすること
で、当日の夜市参加の不安をなくし、当日の活
動を円滑に行えるようにするために行った。
①アイスブレイク
②説明会
③�出店担当希望調査
④�商店街の方にイ
ンタビューをし
た映像の上映
夜 市
①アイスブレイク
②街歩き
③出店準備
④�商店街の出店の運営補助（かき氷、プラ版、
輪投げ、サイコロゲーム、フランクフルト、
ぷよぷよすくい）

⑤�学生が企画した出店の運営（パンケーキ、水
鉄砲）

⑥�学生企画→『出会い』と『商店街を知っても
らう』ということをテーマにしたイベント企
画『出会うのはいつ？今でしょ！』の実施

⑦ステージ（サークルの出演）
⑧�振り返り（アンケート記入、共有、商店街の
方からの挨拶、宵宮の広報）

■参加者の声・得られた効果など
参加者へのアンケート結果
〈夜市参加前のボランティアのイメージ〉
◦活動の中で、自分の可能性を見つけられる
◦地域貢献、達成感、やりがい
◦�大変なことも多いけど、達成感もあってよい
経験になりそう。

◦就職活動の役に立ちそう
〈夜市終了後のボランティアのイメージ〉
◦地域の方と交流できていい経験になると思った。
◦色々な年齢層の人との関係が盛んである。
◦ボランティアの意外な一面をみることができた
◦�楽しいというイメージが大きくなった。以前
は大変なだけと思っていた部分もあった。

→�アンケートの結果から参加前と参加後のイ
メージの変化は『ボランティアは大変なもの
ではなく楽しいこともある』という変化が見
られた。また、『ボランティアは色々な人と
交流できる場』というイメージを持った人も

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（ナカマチ夜市in丸屋町）

日　　時 交 流 会：2013年７月23日（火）17時10分〜19時00分
夜市当日：2013年７月27日（土）15時00分〜21時10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（瀬田）

参加人数 67名（一般学生24名、学内サークル32名（そでふれよさこいサークル華舞龍19
名、手話サークルD.A.Y13名）、学生スタッフ11名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

仲田　匡志、河内　直之、藤村　由香、水野　貴博、若松　隼平、桑原　初音、
中西　篤樹、中村　健人、山内　康平、中川　真実、西川　浩由
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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）
日　　時 2013年10月12日（土）15時30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 20名（ボランティア参加学生11名、学生スタッフ９名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

仲田　匡志、河内　直之、藤村　由香、桑原　初音、中西　篤樹、中村　健人、
山内　康平、中川　真実、西川　浩由

多かった。
〈夜市に参加して何を学んだか？また、今後「地
域活性化」のためにどのような取り組みをして
いきたいか？〉
◦�高齢化の進む地域を社会の循環へ軌道修正す
るようなことをやってみたい。

◦�大学生がもっと地域とふれあえるような取り
組みをしたい。

◦地域の目線にたって物事を考えたい。
◦�初めて地域活性化とはどのようなことをする
のか体験することができた。このような取り
組みがあればまた積極的に参加したい。

■学んだこと・今後の課題
◦�夜市を学生と地域の方々とともに盛り上げる
ことができた。今回の反省点や良かった点を

次回の宵宮や100円商店街につなげていきたい。
◦�龍大生にボランティアの楽しさを知ってもら
うことができた。夜市のようなイベント系の
ボランティアを増やしてほしいという声が多
かった。また、ボランティアの広報を増やして
ほしいなど、現在の広報では不十分なことが
わかったので今後改善していきたいと思う。

◦�交流会をしたことで参加者同士が知り合え、
また企画コアメンバーも参加者の顔・名前を
覚えることができ当日の作業がスムーズに行
えた。

◦�企画コアメンバー間の情報共有不足が目立っ
たので、大切なことはミーティングで共有す
るようにする。

〈報告者：中村　健人〉

■趣旨・目的
　丸屋町商店街のまちづくり活動へのボラン
ティア協力として、次の２点を目的として大津
祭宵宮を企画・実施した。
・�丸屋町商店街と共に、活気ある商店街を中心
としたまちづくりを目指し、客離れが進み、
活気が失われつつあるという課題にアプロー
チするため、大津祭宵宮に参画し、地域を盛
り上げる。

・�大津祭宵宮を通して、来場者にお祭りの活気・
楽しさを知ってもらい商店街の魅力に気づい
てもらうことで、また商店街に来てもらう
きっかけをつくる。また、宵宮を通してボラ
ンティア参加学生に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てもらう。

■概　　要
①曳山の説明
　�桃山保存会の高谷氏にお囃子に使う道具を見

せて頂いたり、丸屋町の曳山「西王母山」に
実際に乗せて頂いたり、説明をして頂いた。

②アイスブレイク
　�活動する前に参加学生同士の仲を深めるため
に自己紹介や、丸屋町商店街、大津祭に関す
る知識を広げるためのクイズを行った。

③出店準備
④商店街の出店、イベント運営補助
　�フランクフルト、綿菓子、ぷよぷよすくい、
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光物販売、宵宮クイズ
⑤振り返り（アンケート記入など）

■参加者の声、アンケートの結果
・�７月の夜市に続き参加して、とても丸屋町商
店街が好きになった。

・�今でもまだこんなに楽しく、活気がある雰囲
気の場があるんだと気づいた。

・�小さい子どもからお年寄りまで幅広い層の方
がお祭りに関わっていることを知った。

・�地域の方、参加学生、学生スタッフそれぞれ
がお互いに声掛けが出来ていて、お祭りの一
員という意識を持って活動できた。

　→�アンケートの結果から参加学生にもお祭り
の楽しさ、商店街の魅力を伝えることが出
来たと考えられる。

　　�また、昨年と今年の宵宮に継続参加した学
生がいたことや、今年の夜市と宵宮に継続
して参加した学生が４名いたことは、ボラ
ンティアの楽しさを感じてもらえたのはも

ちろん、商店街にもっと関わりたいと思っ
てもらえたので、継続参加につながったと
考えられる。

■学んだこと、今後の課題
・�商店街との連絡が遅くなったり、不十分だっ
たりした。

　�商店街に用意して頂くもの、伝えるべきこと
を早めに決定し、連絡しなければならなかっ
た。

・�夜市と宵宮は、ほとんど同じコアメンバーが
関わったのだが、宵宮は夜市よりも準備が少
ないこともあり、気の緩みが生じた。

　�しかし、当日、活動前に集合し目的の再確認
をしたことで、活動に向けての意欲を向上さ
せたり、活動の意義を理解しながら行動する
ことが出来たりし、結果、充実した良い活動
になった。

〈報告者：仲田　匡志〉

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（第７回　大津100円商店街 in 丸屋町）
日　　時 2013年９月７日（土）10時00分〜16時00分
場　　所 丸屋町商店街
実施主体 大津100円商店街実行委員会
参加人数 12名（学生スタッフ）

企画メンバー
（学生スタッフ）

仲田　匡志、河内　直之、藤村　由香、水野　貴博、桑原　初音、中西　篤樹、
中村　健人、山内　康平、中川　真実、西川　浩由

■経緯・目的
　丸屋町商店街のまちづくり活動に夜市、宵宮
と年２回学生企画として関わらせて頂いていた
が、商店街からの客離れが進み、活気が失われ
つつあるという課題にアプローチするために
は、年２回では十分でなく、もう一歩進めて活
動に関わりたいと考えていた。
　その時に、丸屋町商店街振興組合より『年間
のイベントとして定着してきた大津100円商店
街でも若い力を発揮して欲しい』と依頼があり、
今回この大津100円商店街に参画させていただ
いた。
・�ロゴ＆キャラクターの展示、投票の呼びかけ
と手形アートをすることによって、私たちと
同じ世代の学生や子ども、お年寄りや普段商

店街に来ない地域の方に、丸屋町商店街の魅
力に気づいてもらえるよう、そのきっかけづ
くりをすることを目的とし、活動した。

・�100円商店街には毎回多くの来場者がある
が、丸屋町商店街を通過するだけの人も多い
ので、まず足を止めてもらい、交流をして楽
しい時間を過ごしてもらうことで、地域の方
に魅力に気づいてもらえるよう取り組んだ。

■概　　要
ロゴ＆キャラクターの展示、投票の呼びかけ
　商店街にとって大津100円商店街がますます
地域の方に愛され、親しまれるものになること
を目指して大津100円商店街実行委員会が募集
されていたロゴ＆キャラクターを展示し、投票
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を呼びかけた。
　ロゴ＆キャラクターは、11月に決定し、今後
は大津100円商店街のシンボルやマスコットと
して使われる。
手形アート
　100円商店街に来場した方に呼びかけ、手の
平に絵具を塗ってもらい布に手形を押し、一つ
の文字や絵などをみんなで協力して作った。
　全員参加型の目立つイベントをすることで
『来場者に足を止めて参加してもらうこと』『当
日出来上がっていく様子を何度も見に来てもら
うこと』『楽しい』『いろいろな人と関ることが
できる』など商店街の魅力を感じてもらうこと
を目的とした。
　できた作品は商店街に飾らせてもらい、地域
の方々にみて頂けるようにした。2014年３月現
在丸屋町商店街にて展示中。

■得られた効果など
・�ロゴ＆キャラクターの展示、投票の手伝いを
することで丸屋町商店街の隣の菱屋町商店街
の方とも関わりを持てた。

・�予想以上に幅広い年代の人が手形アートに参
加してくれた。

・�手形アートをしてもらっている中で、地域住民
の方とコミュニケーションをとることができた。

・�手形アートのねらいでもあった『地域住民の
方に楽しんでもらう』ということが達成でき
たと思う。

■学んだこと・今後の課題
・�100円商店街になぜ関わるのか、関わるには
どのような目的のもと関わるのかを一から考
えることで、コアメンバー自身の丸屋町商店
街に対する想いや企画の趣旨など原点に返っ
て再確認することができ、大きな学びがあっ
た。

・�手形アートのような参加型、体験型のブース
を出すことは、地域の方と関わったり、話し
たりすることができるので、より地域の方に
近づけるという効果があった。しかし、丸屋
町商店街の魅力を伝えるという点においては
不十分であった。なので、次回はもっと工夫
をして魅力を伝えられるようにしたい。

・�今回100円商店街に参画してみて、地域の方
が大勢来場するこのイベントは、丸屋町商店
街の魅力をアピールできる絶好の場なので今
後も関り続けていきたいと思う。また、丸屋
町商店街の方と相談して今後の100円商店街
への関わり方を考えていきたいと思う。

〈報告者：桑原　初音〉
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■趣旨・目的
　客離れが進み、活気が失われつつあるという
課題にアプローチするため、３つの企画をする
ことによって、客離れが進み、活気が失われつ
つあるという商店街に、私たちと同じ世代の学
生や子ども、お年寄りや普段商店街に来ない地
域の方に、丸屋町商店街の魅力に気づいてもら
えるよう、そのきっかけづくりをする。また大
津100円商店街には毎回多くの来街者がある
が、丸屋町商店街を通過するだけの人も多いの
で、まず足を止めてもらい、交流をして楽しい
時間を過ごしてもらうことで、地域の人に魅力
に気づいてもらう。

　これまで丸屋町商店街のまちづくり活動に夜
市、宵宮と年２回関わらせて頂いていたが、商
店街からの客離れが進み、活気が失われつつあ
るという課題にアプローチするためには、年２
回では十分でなく、もう一歩進めて活動に関わ
りたいと考えていました。
　その時に、丸屋町商店街より年間のイベント
として定着してきた大津100円商店街でも若い
力を発揮して欲しいと依頼して頂き、９月に初
参加しました。
　今回もこの大津100円商店街に続けて参画し
たいと考え企画を提案しました。

■概　　要
ほっとな休憩所！
①休憩コーナー
　子どもたちだけではなく大人や、お年寄りの
方々にも楽しんでもらうために気軽に立ち寄
れ、学生と地域の方々との交流の場がもてる休
憩所の運営を行うことにより、足を止めてもら
い丸屋町商店街の雰囲気・食べ物・人柄などの
魅力に気づいてもらうことをねらいとして、休
憩所の運営をコアスタッフが行い、大津100円

商店街の来街者に立ち寄って頂き、休憩しても
らいました。
②商店街アピールコーナー
　来街者の方に商店街の方々がどのような想い
で店をしているのか、なぜ夜市や100円商店街
などのイベントを企画実施しているのか、その
想いを知ってもらい、商店街に愛着を持っても
らうことで、商店街の利用増加につなげるため
に商店街の方々の想いをパネル、フォトフレー
ムで展示して来街者に見てもらいました。更に
休憩している方に直接話しかけ、丸屋町商店街
をアピールしました。
③遊びコーナー
　来てくれた子どもたちに地域の中での交流を
深めてもらい、丸屋町商店街での思い出を作っ
てもらう。作ったものは持ち帰ってもらい、遊
ぶたびに商店街や地域の人を思い出してもらう
ことをねらいとして、子どもたちの遊び場とし
てブースで割り箸でっぽうで遊んでもらった
り、作ってもらったりした。

■学んだこと
・�今回ブースとして休憩所の運営をしたことで
お年寄りや親子連れなど多くの方に来て頂
き、作成したパネルを使い商店街のこと、私
たちの活動の説明が出来、また、来て頂いた
方から「これからも休憩所をして欲しい」や
「子どもたちが遊べる場を定期的につくって

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

（第８回大津100円商店街 in 丸屋町）
日　　時 2014年３月８日（土）10時00分〜16時00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

延べ参加人数 14名（学生スタッフ14名）
企画メンバー

（学生スタッフ）
仲田　匡志、藤村　由香、中西　篤樹、中村　健人、山内　康平、中川　真実、
西川　浩由
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■経緯・目的
　滋賀県大津市中央地区を中心に実施される伝
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 Let's ボランティア
　大津祭曳山連盟の方々をお招きし、大津祭の
写真展示、お囃子の実演を瀬田キャンパスの野
外ステージ前で行いました。学生スタッフは、
大津祭のチラシを配布しました。
②交流会
　大津祭ボランティアに参加する学生の交流を
図るために行いました。アイスブレイク、クイ
ズ、大津祭の簡単な説明を行いました。
③山建て見学

　曳山連盟の方々に大津祭の歴史を伺いまし
た。３つのグループに分かれ、曳き初め体験と
山建ての見学をしました。
④宵宮（スタンプラリーテーリング）
　スタンプ台紙の販売、スタンプ押し、景品の
交換
⑤宵宮（ちまき販売）
　本部、大津駅周辺、びわこホール、ちま吉セ
ンターでのちまきの販売支援
⑥本祭（曳山綱引きボランティア）
　南保町の「猩々山」の綱引き
⑦本祭（警備ボランティア）
　曳山巡行時の観光客の警備
⑧本祭（有料観覧席ボランティア）
　観客の誘導、受付
⑨本祭（ちまき販売）
　大津駅周辺でのちまき販売

企  画  名 大津祭へのボランティア協力

日　　時

2013年７月１、２日（月、火）12時35分〜13時35分
「Let's ボランティア」にて学内広報

　　　９月９日（月）13時00分〜15時30分　交流会
　　　10月６日（日）10時00分〜16時00分　山建て見学
　　　10月12日（土）16時00分〜21時30分　宵宮
　　　10月13日（日）８時00分〜18時00分　本祭

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

実施主体 ボランティア・NPO活動センター
延べ参加人数 本学学生112名（うち学生スタッフ70名）
企画メンバー

（学生スタッフ）
池田　美優、諸岡　龍馬、河嶌　倫子、南　伸之介、越智　達也、木村　直人、
中山　陽貴、口分田　知佳、山田　英輝、林　知輝、山㟢　あかり、畑中　健吾

欲しい」など具体的な意見が聞けました。
・�時間帯によっては十分に来て頂いた方とお話
しすることが出来ないことがあるなどブース
運営をするスタッフの人数が足りていないと
いう問題も見つかりました。

■今後の課題
・�休憩所の運営は、商店街の方からも良い評価
を頂いたことや、また商店街、ボランティア
センターの活動を直接アピール出来たことか

ら、有効な手段であると感じました。次回以
降参画させて頂く際には、よりアピール出来
る方法を探っていきたいと思います。

・�今回も大津100円商店街実行委員会からの依
頼でスタンプラリー、着ぐるみをお手伝いを
したためブース出展料は免除して頂いたが、
今後については商店街の方と相談し、参加す
る場合は方法を考える必要があります。

〈報告者：仲田　匡志〉
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［参加者集計］
概要番号 参加人数　※（　）は学生スタッフ
① 12名（12）
② 28名（11）
③ 44名（12）
④ 11名（11）
⑤ ４名（４）
⑥ 15名（５）
⑦ 23名（６）
⑧ ７名（７）
⑨ ２名（２）

■参加者の声
・�地域の人との交流ができた。他県の祭りの文
化、伝統にふれることができた。

・�子どもから大人までみんなで盛り上がってい
る雰囲気がとても良かった！

・�町の歴史や伝統、市民と交流できてとても楽
しかった。滋賀が好きになりました。

・�大津祭は本当に楽しいお祭りでした。来年は

友達も誘って、大津祭を盛り上げていこうと
思います。

■学んだこと・今後の課題
　大津祭という、とても伝統のあるお祭りに実
際に参加することにより伝統を継承していくこと
の大切さを学びました。曳山連盟の方々は私た
ちに大津祭の歴史を懸命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
あるのだと思います。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強く思いました。
　今後の課題としては、交流会や山建てでの準
備不足や企画コアメンバーの遅刻が挙げられま
す。交流会の事前打ち合わせが不十分で打ち合
わせに時間がかかってしまいました。また、山
建ての時は、曳山連盟との打ち合わせが不十分
でボランティア参加者に直前になって、担当を
変更してもらったりしました。こういうことは、
直前ではなく、最初に、説明しておくことだと
思います。
　それらを改善するには、役割をもっとみんな
に振り分け、ミーティングに参加できなかった
人もしっかり議事録を読み情報共有をすすめ、
自分が企画コアメンバーであるという意識を高
めることが大事だと思います。

〈報告者：畑中　健吾〉

企  画  名 深草ふれあいプラザでの防災啓発ブースの出展
日　　時 台風のため中止　※当初予定…2013年10月20日（土）10時00分〜14時00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

イベント主催 深草ふれあい事業実行委員会

企画メンバー
（学生スタッフ）

田部　翔、峰松　優丞、小松　茂樹、富永　玄哲、森本　浩司、粟津　涼平、
村松　修蔵、杉原　亮祐、胡　衛英、小山　由貴、中村　勇介、平舗　眞子、
今井　夏帆

■経緯・目的
・�「東日本大震災」の復興支援活動を通して、
日頃からの災害に対する備えや意識がいかに
大切かということを学びました。このような

突然の大災害に対して、日ごろからの備えや
意識の大切さを地域の人たちに知ってもらう
のが大事であると思いました。そのため、地
域の人が多数参加するイベントで、防災啓発
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ブースを出展し、そこで演劇やパネル展を行
うことを企画しました。特に、深草地域の子
どもからその親世代を対象に、防災に対する
意識を高めてもらうことを目的にしていま
す。

・�当センターは2010年から続く防災啓発活動
が認められ、2013年３月に、伏見消防署にて
防災功労者として表彰を頂きました。この賞
に恥じぬよう今後も一層防災啓発活動に励み
ます。

■概　　要
演 劇　「防災戦隊ボラセンジャー」
　子どもに防災グッズに興味を持ってもらい、
なおかつ親子で楽しめるプログラムを計画した。
　ヒーローが災害で困っている人々に防災グッ
ズを使って人々の問題を解決していくストー
リー。シーンを３パートに分けて、防災グッズ
に関するクイズをシーン１つに１題、客席に対
して出すことによって観客を巻き込む観客参加
型にした。
対　　象：６歳から９歳（主に小学校低学年）
登場人物：�司会、主人公、ヒロイン、レンジャー等

計13人
上演時間：約20分
防災グッズづくり
　劇の後に、そのスペースで、劇に出てきた防
災グッズを来場者に教えながら作る。作るもの
は新聞紙スリッパとゴミ袋かっぱとトイレット
ペーパーマスク。

パネル展
　８月の東日本大震災復興支援ボランティアに
参加した学生スタッフの活動報告、これから京
都で起こることが予想される地震の紹介、自主
防災会調整会の活動紹介展示、龍谷大学ボラン
ティア・NPO 活動センターの紹介、台風18号
の被害について展示。展示方法は、模造紙にま
とめての発表。
　また、くまの形をした子ども用防災カバンの
展示も行う。

■学んだこと・今後の課題
・�何を用意したらいいのかなど抜けているとこ
ろがあり、当日の実施イメージが不足してい
た。実際に会場を見てみると思っていたより
も小さく感じたので、実際行うといろいろ不
都合が生じていたと思う。

・�他の学生スタッフが企画メンバーに聞いても
そのメンバーが知らないなど、企画メンバー
全体の共有不足があった。外部の団体との打
合せ結果等は特に全体に共有しておくべき
だった。

・�劇に使用する物品を、職員に相談する前に勝
手に購入し、領収書の宛先名を間違う等した
ため、経費を学生で自己負担することになっ
てしまった。今後は事前相談を忘れないよう
に注意したい。

〈報告者：田部　翔〉

■経緯・目的
　京都市伏見区にある深草商店街では毎年秋

に、地域活性化を目的として「ふかくさ100円
商店街」という商店街全体を挙げてのイベント

企  画  名 ふかくさ100円商店街 in 2013への協力
日　　時 2013年11月27日（土）
場　　所 深草商店街周辺（深草小学校）
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（深草）

イベント主催 深草商店街振興組合
企画への参加人数 本学学生51名（うち、学生スタッフ21名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

後迫　治基、根縫　凌馬、前田　剛志、峰松　優丞、吉水　崇博、田部　翔、
山口　駿、山本　富美子、吉沢　公輔、梅川　翔太、小田　美紀、梶　りつ子、
木谷　翔太、串　裕季、黒瀬　智加、白土　奈央、髙橋　亜衣、永田　紗瑛、
福井　貴登、藤野　優祐、藤原　恵太、村松　修蔵



54

2013年度活動概要　第二部

を開催しておられます。今回私たち深草学生ス
タッフはこのイベントを盛り上げることを前提
として、本学学生に地域活性化事業に参加して
もらうことによって、地域との関わり合いの大
切さ、面白さを体感してもらうことを目的に企
画実施しました。そしてこの企画を通じ、初め
てボランティアをする人にとって、継続的にボ
ランティアを続けたくなるような企画づくりを
心掛けました。

■概　　要
①子どもブース
【目的】�深草小学校の生徒の参加が多いこのイ

ベントでは子どもを楽しませるブース
に高い需要があると考えました。

●遊戯ブース：射的場（割り箸パチンコ）
【内容】�割り箸と輪ゴムを使って本体を工作ブー

スで作ってもらい、遊戯ブースで的に
当てて遊んでもらう。優秀者には手作
り表彰状がもらえる射的大会を11時と
13時の２回実施。

【成果】�120セット配布完了
●�工作ブース：�松ぼっくりツリー・割り箸パチ

ンコ
【内容】�小学校内に特設された工作ブースで松

ぼっくりに飾り付けをしてツリーを
作ってもらう。１人１個松ぼっくりを
選んでもらい、自由にビーズ等の装飾
品を使用し飾り付けを行い、完成した
物は持ち帰りが可能。

【成果】200個の松ぼっくり配布完了

②スタンプラリー
【概要】�深草商店街全体に散らばった計５箇所

のスタンプを集めるとガラポンによる
抽選で、景品がもらえる催しを提案・
当日担当。

【目的】�商店街の広い範囲にスタンプを設置す
ること、各ブースと連携することによっ
て参加者の回遊性を高める効果に期待
しました。

【内容】�台紙にはスタンプの大まかな位置が分
かる地図が記されており、参加者には
その地図を頼りにスタンプを集めても
らいます。スタンプの箇所にはそれぞ
れボランティアを配置しており、参加

者にクイズを出題します。クイズに正
解するとスタンプが一個押され、全部
のスタンプが揃うと一回抽選ができま
す。今回、景品は深草商店街・伏見区
役所・聖母女学院からの寄贈品を使用
させていただきました。

【成果】台紙600枚配布のうち約250枚回収。

③遊戯ブース
【題名】�みんなで遊 BOWレイン BOWアロー!!�

〜弓矢射的で虹のアイテムを手に入れ
よう〜

【目的】�例年、会場北側の歩行者が少なく、賑
わいが少ないという課題がありまし
た。私たち学生スタッフはこの課題に
着目し、北側に人を呼び寄せる仕掛け
を検討しました。

【内容】�ハンガーで作った弓矢を模したおもちゃ
で射的を行う（安全性を十分考慮しま
した）。一定以上的を倒せた参加者には
プラスチック板を使用した学生スタッ
フ手作りメダルをプレゼントしまし
た。

【成果】全ての景品配布完了（おおよそ100個）。

④着ぐるみボランティア
【概要】�龍谷大学マスコットキャラクター「ロ

ンちゃん」、京都市伏見区役所深草地域
のマスコットキャラクター「吉兆（きっ
ちょう）くん」をお借りし、イベント
会場に登場しました。同時に記念撮影
も実施しました。

【目的】�イベントを盛り上げるための一環とし
て行ったことはもちろんですが、着ぐ
るみがイベント会場を周回することで
参加者を人通りの薄い地域に誘導する
効果にも期待しました。

【実績】�終始すさまじい人だかりが生まれてい
ました。

⑤コンシェルジュ・その他
【概要】�イベント参加者が気持ちよく過ごせる

ように道案内やイベントの案内、他の
ブースの補助を行うのが今回のコン
シェルジュの役割でした。その他にも
会場本部での受付や、当日行われた聖
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企 画 名 深草児童館での防災劇の発表、防災グッズ作り
日　　時 2013年12月７日（土）14時00分〜15時00分
場　　所 深草児童館

イベント主催 深草児童館
実施主体 ボランティア・NPO活動センター
参加人数 75名（うち、学生スタッフ15名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

田部　翔、峰松　優丞、小松　茂樹、富永　玄哲、胡　衛英、森本　浩司、
粟津　涼平、村松　修蔵、杉原　亮祐、小山　由貴、中村　勇介、平舗　眞子、
今井　夏帆

■経緯・目的
・�東日本大震災の復興支援活動を通して、やはり
日頃からの災害に対する備えや意識がいかに
大切かということを学びました。このような
突然の大災害に対して、日頃からの備えや意
識の大切さを地域の人たちに知ってもらうこ
とが大事であると思いました。この活動は、
深草地域の子どもからその親世代を対象に防
災に対する意識を高めてもらうことを目的に
しています。

・�深草ふれあいプラザが雨天で中止になり、上
演に向けて練習していた防災劇をどこか他の
場所で発表できないか探していたところ、深草
児童館からぜひ館内の防災イベントとして
やってほしいという依頼を受け、実施しました。

■概　　要
演 劇　（上演時間：約20分）
　子どもに防災グッズに興味を持ってもらい、
なおかつ親子で楽しめるものを実施

母女学院本館のガイドツアーのお手伝
いを行ったり、マイクでイベントを告
知するボランティアが活動しました。

■参加者の声・得られた効果など
・地域の人と交流ができて楽しかった
・�このボランティアをきっかけに商店街に来
て、また来たいと思いました

・�ボランティアは初めてですがとても楽しかっ
たです

・�こうして参加して、商店街に行ってみると元
気があるなと感じた

・心が温かくなりました
・小学生たちから若いパワーがもらえた
・�子どもからお年寄りの方までたくさんの方々
と関わることができてとても楽しかったです

・�初めてのボランティアで最初は地域の人たち
と会話することができなかったんですが、ス
タンプラリーの紙を持ってきてくれる人たち
とふれあううちにとても楽しくなりました

　今回、天気に恵まれたこともあって、楽しい
イベントが更に盛り上がったように感じます。
そして私たちが目的としていた「地域の人と交

流する」「地域に関心を持ってもらう」「初めて
のボランティアを気持ちのよい体験にする」こ
とがアンケートや参加者の話しを通じ感じるこ
とができました。

■学んだこと・今後の課題
　今回、半年間に渡って準備をしました。当初
はこれだけのブース設置の予定はなく、商店街
とのミーティングを通じ、後から後から現状の
「ふかくさ100円商店街」の課題と向き合って
いったように感じます。今思えばその準備期間
こそが大切な活動だったように感じます。私自
身３回目となるこの企画ですが、これだけ多く
の地域の人たちと話す機会は今までありません
でした。そのおかげで今では商店街の多くの人
と知り合いです。地域との繋がりは継続的な出
会いにあると思うので、このイベントは一回切
りの成功では決して成功にはなりません。次の
責任者、地域に関心を持ったスタッフに上手く
バトンを渡すことが、この企画の一番重要なこ
とではないかと感じています。

〈報告者：後迫　治基〉
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　タイトル：『防災戦隊ボラセンジャー』
　対象：児童館を利用する小学生と地域の親子
　　　　�（小学校１年生が中心、高学年の児童

含む）
　登場人物：�司会、レンジャー（３名）、災害

で困っている人々
　ストーリー：�災害が起きて困っているところに

ヒーローが登場し、防災グッズを
使って問題を解決していくお話。

　内容：�シーンを３パートに分ける。シーン１
つに防災グッズに関するクイズを１題
客席に対して出すことによって観客も
巻き込む観客参加型にする。

防災グッズづくり　（約30分）
　　新聞紙スリッパ作りを実施

　内容：�小学校１年生でも身近にある新聞紙で
非常時に簡単に作れるスリッパを作る。

■参加者の声・得られた効果など
・�当日は準備、リハーサル、本番と全体の流れ
がスムーズにいってよかった。

・�深草ふれあいプラザから当日まであまり日数
がなかったが、本番しっかり披露して成功す
ることが出来た。

・�子どもたちに防災の事を考えるきっかけを作
ることができたのは良かったと思う。

■学んだこと・今後の課題
・�この企画を進める際、二人の学生が中心に
なって動いていたため、二人のうちどちらに
連絡をしたらいいか分からず、児童館の担当
者を混乱させてしまい、迷惑をかけてしまっ
た。外と連絡を取り合うときは、必ず一人、
連絡係を決めなければならないと思った。

・�劇を完成させることが目的になってしまい、
子どもたちに伝えたいことがうやむやであっ
たように感じた。趣旨目的をもっとはっきり
させなければならなかった。

〈報告者：田部　翔〉

企 画 名 くさつ子どもフェスタ2014ボランティア

日　　時 ①交流会及び説明会　2014年１月15日（水）17時10分〜18時30分
②当日　　　　　　　2014年１月19日（日）８時00分〜14時30分

場　　所 草津市野村運動公園体育館
実施主体 ボランティア・NPO活動センター（瀬田）

参加人数 ① 27名（内訳、一般学生11名、学内サークル２名、学生スタッフ14名）
②105名（内訳、一般学生24名、学内サークル41名、学生スタッフ40名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

辻村　圭祐、菱本　柚香、徳冨　貴子、南　伸之介、小川　菜緒、首藤　翔真、
小林　陽太、福田　七海、余根田　敦

■経緯・目的
　毎年、滋賀県草津市で実施されている「くさ
つ子どもフェスタ」に2007年より関わり、今回
も実行委員として企画を進めてきました。今年
度は本学学生がボランティアとして、次の内容
を目的に参加しました。
・�世代を超えた交流を通じ、ボランティアの楽

しさを感じてもらう。
・�子どもの成長にとって重要となる遊びをコ
ミュニケーションツールとして用いること
で、次世代の地域参画への意識を高め、促す。

■概　　要
・�前年度に引き続き、学生スタッフ全員での企



57

活動を通じた地域との連携　～学生と地域をつなぐ～

画参加
・�実行委員会への企画担当メンバーの出席（月１回）
・交流会及び説明会（今年度より実施）
　�アイスブレイク／当日の概要説明／クイズ大
会／目標決め

・前日準備への参加（学生スタッフ９人）
　�風船アーチの制作／スタンプラリー用紙の紐
付け等

・イベント当日の準備と片付け
・ブース運営
　�キャップで遊ぼう／きらきら万華鏡をつくろ
う／スライムをつくろう

　�（おっかけ玉入れ！／はしゃげるしっぽ取り
ランドもブース運営予定でしたが、当日は荒
天時開催の為、運営不可となりました。）

・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）
・他の参加団体のブースのお手伝い
・振り返り（場所：まちづくりセンター）

■参加者の声
・�子どもたちからの「ありがとう」という言葉
がとても嬉しかった。

・�保護者の方たちにも楽しんでもらえて良かった。
・�もっと子どもたちと一緒にいる時間が欲し
かった。

・�音楽によってみんなが一つになっていたと思
う。（うみんちゅ）

・�ブースではリピーターが出る程、大盛況だっ
た。（Mist）

・�お客さんと一緒に円陣を組んでいる時間が何
より楽しかった。（華舞龍）

■得られた効果
　今回この企画を通して、1000人を超える来場
者に遊びを提供し、子どもたちと密に関わるこ
とができました。さらに、子どもに限らず保護
者との交流を図ることもできました。親子で体
験できるブースであったことに加え、手作り看
板を持って声がけしたり、他団体のステージ出
演を積極的に盛り上げる等、参加学生の主体的・
自発的行動が相乗効果となって、イベント全体
を大いに盛り上げました。
　参加学生には事前にボランティア活動をする
上での目標を考えてもらい、当日の活動がより
充実したものになるように働きかけました。こ
れにより、ボランティアについて深く考える
きっかけを作ることができたのではないかと思
います。
　中には、子どもとの接し方において、ほめる
等の対応だけではなくダメなことを伝える難し
さ・大切さに気付く学生もいて、非常に内容の
濃い企画になったと感じました。
　振り返りの際に、いくつかのボランティアを
紹介することで、他のボランティアへの参加、
あるいはボランティアの継続を促すことができ
ました。参加学生からは、企画の継続や一般学
生と学生スタッフが一緒に参加するこのような
企画の考案を望む声も聞かれました。

■学んだこと・今後の課題
　今年は降雪・積雪に見舞われ、より一層細や
かな行動が求められましたが、荒天時の動きを
話し合うことができていたので、落ち着いて対
処することができました。
　しかし、実行委員会との荒天時の確認が十分
ではなく、連携がうまくいかないことがありま
した。今後、実行委員会との関わりを深め、こ
ちらからも提言できるような関係作りの必要性を
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感じました。これまで築いてきた実行委員会と
の繋がりのさらなる発展を目指していきます。
　今回、特に課題として挙がったことが、企画
担当メンバー間での情報の共有不足です。メン
バー内で係を分担し、各々が作業を進めていた
のですが、そこで出た情報の共有を疎かにして
いました。その上、当日「スライムをつくろう」
にて買い出しがあったことも共有できていませ
んでした。このことが影響して、同じ企画担当
メンバーであるにも関わらず説明できない場面
があり、情報共有が肝要であることを痛感しま
した。
　先述の買い出しについては、数が読めない工
作ブースは予算を組むのが難しいことを学びま
した。次年度からは、工作ブースを運営する場
合、予算等をしっかりと考えた上で実施を決定

していくと共に、予期せぬ事態に備えて工夫・
シュミレーションを行うべきであると思いました。
　ブース運営では、担当コアメンバーがいない
ブースがあり、学生スタッフに運営を全て任せ
ていたこともありました。その為、参加学生を
うまくフォローできませんでした。これを踏ま
えて、当日のコアメンバーの動きを細かく確認
することで、急な事態にも対処できる態勢を整
えておくことが大切であると感じました。
　今回の企画から見えた課題・反省点を真摯に
受け止め、確かな改善策を考案することで、参
加学生に自身が関わる地域との結びつきを感じ
てもらえるような企画立案をしていきたいと思
います。

〈報告者：余根田　敦〉

■経緯・目的
　2008年度末にボランティア・NPO活動センター
とも関係の深い特定非営利活動法人　JIPPO の
専務理事であり、元龍谷大学教授である中村尚
司氏から、「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 で行うので協力して欲しい」との依頼
が寄せられました。実情を知るため、中村氏と
センタースタッフ、学生スタッフ有志で実際に
川沿いを歩き、調査してみたところ、支援が必
要だと判断し、2009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。
　当初は、過酷な状況で暮らしている方が住宅

に移って橋の下から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、課題は続くこ
とがわかってきました。そこで2012年度末に、

企 画 名 伏見区野宿者支援プロジェクト

実�施�日

●河川巡回：2013年４月18日、５月８日、６月14日、７月11日、８月７日、
　９月13日、10月11日、11月11日、12月11日、2014年１月８日、２月６日、３月12日
●居宅訪問：2013年５月29日、６月19日、７月25日、８月19日、９月18日、
　10月28日、11月27日、2014年１月21日、２月14日、３月20日
●東本願寺前でのもちつき大会：１月11日　９時00分〜14時00分

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 京都市伏見区の西高瀬川・山科川周辺、及び元野宿者の方の居宅（京都市内）
実施主体 特定非営利活動法人��JIPPO、ボランティア・NPO活動センター

参加人数 ●河川巡回：59名（学生22名、JIPPO関係者24名、センター職員12名、その他１名）
●居宅訪問：35名（学生16名、JIPPO関係者10名、センター職員８名、その他１名）
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生活保護を受給し、居宅に移行した方を訪問し
たところ、毎日の話し相手がおらず、不安定な
方もおられました。そこで2013年度からは、
河川巡回に加えて、居宅に移行した方のご自宅
を訪問する活動も開始しました。
　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とする
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
　JIPPO 関係者、本学学生、センター職員の
最大６名で、月に１回、２〜３日分の食料等の
物資を持って、２河川（西高瀬川・山科川）の
周辺に居住している野宿者を訪問し、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。（プロジェクト
開始当初は東高瀬川周辺も巡回していたが、野
宿者がいなくなったため巡回終了。また、年度
途中に山科川周辺も野宿者がいなくなりまし
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関する説明を行っ
た後、支援物資の配布準備を行い、深草キャン
パスを出発します。巡回は西本願寺の車両を
使って参加者全員で移動しています。活動終了
後は、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ました。
　居宅訪問は、ご自宅へ上がらせていただくた
めさらに人数を制限して最大４名で訪問してお
り、野宿状態の頃、訪問したことのある学生に
限定して参加してもらっています。入院されて
いる病院へのお見舞いや、役所等へのヒアリン
グも行いました。
　学生への呼びかけは、主にホームページやポ
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。人権論の講義でのプロ
ジェクトの紹介や、マスコミでのプロジェクト
紹介もされました。

■参加者の声・得られた効果など
・�初めてブルーシートの家を見て、しかも普通
の町中の川沿いにあったので驚いた。私は普

段それを見たら怖いと思うけれど、お話を聞い
ていると本当に普通のおじさんだと思った。

・�自分の目で見る事の大切さを学べました。野
宿者の方は「生きる知恵」と、「生きる強さ」
を持って生活しておられました。

・�実際に会ってみて、野宿者の方と自分たちは
住んでいる家や職業に違いがあるだけで何の
変わりもないと実感した。自分もそうであっ
たように、社会の多くの人は野宿者に対して
偏見を持っているため、今日のことを少しで
もいいから周りの人たちに伝えたい。

・�今回会った人たちはとても一生懸命生きてい
て、それと同時にとても自由に生きているな
と感じた。彼らに対する中学生の暴行事件等
は、知らないことから生まれる恐怖から発生
するのではないかと思った。これをなくすに
は、当事者の本当の姿を見てもらうほかなく、
何をすればそうできるのかしばらく考えてみ
たい。

■コーディネーター所感
　この活動を始めて５年目になります。巡回し
ている地域で野宿をしておられる方は昨年度よ
りさらに減りましたが、皆さんをとりまく環境
は悪化しているように感じます。病気で倒れて
救急車で運ばれ（その後またテントに戻る）た
り、心の支えだった飼い犬を保健所に連れて行
かれたり、台風による河川増水で家財道具や衣
服等、全て流されてしまったり、河川工事のた
め立ち退きを迫られ、行方知れずになってし
まったり、高校生に襲撃を受けて恐怖で別の場
所へ移られたりと、懸命に生きているのに、自
己責任では済ませられない社会の現実を目の当
たりにしてきました。私たちも気づかないわか
り辛いところで新しく住み始めた方がおられた
ことも後で判明したりしました。
　また居宅に移行された後も、それまでの仲間
から離れ、近隣にもネットワークを作れず、孤
立して精神的に追い詰められる等、住居を持つ
と解決する訳ではないこともわかってきまし
た。
　参加した学生とは、様々なことを話し合って
います。野宿者の皆さんと話すことで、自分が
持っていた偏見に気づき、自分と変わらない人
間でむしろ一生懸命働き、周りの人のために地
域美化に取り組んでいたり、生きることに向き
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合っている姿勢から多くのことを学び、「自分
みたいにならないよう、もっと社会のことに目
を向けたほうがいい」と声をかけられるなかで、
考えさせられることが多いようです。この現実
を、たくさんの人に伝えていかなくては、その
ためには自分に何ができるのか。来年度、何か
始めてみたいという学生もいました。

　これからも、河川敷から一人もおられなくな
ることをめざし、ニーズがなくなるまで学生と
の訪問を続けていきたいと思います。

〈報告者：竹村　光世
（深草キャンパス　コーディネーター）〉


