
●深草・瀬田キャンパス共通の活動紹介①
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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、深草・瀬田両キャンパス

の学生スタッフが全員集まっ

て、毎年合同で合宿を行って

います。

　ボランティア未経験の学生向けの、

体験活動を伴う 3 回連続の講座を実施

しています。第 2 回目の「ボランティ

アを体験してみよう」の体験の一つと

して、NPO 法人深草ふれあい隊竹と緑

（京都市伏見区）と伏見区役所深草支所

と合同で、深草トレイルの竹柵補修を

行いました。

　既にボランティア活動の経験

のある学生に向けて、スキル

アップ講座を年 2 回実施してい

ます。第 1 回は、ＨＥＡＬホリ

スティック教育実践研究所所長

　金香百合氏を講師に迎え、「コ

ミュニケーション力アップ～メ

ンバーの力を引き出す方法」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Ｐ106～108）

（詳しくはＰ101～102）

（詳しくはＰ102～104）



◆深草児童館でサマーフェスティバル

◆野宿者支援プロジェクト

◆深草ふれあいプラザに出展

　深草児童館で、夏休みの一日、約 60 人の子

どもたちと一緒に、思いっきり遊ぶイベントを

行いました。学生たちが遊びを企画し、地域の

NPO 団体の協力を得て竹水鉄砲を作り、準備を

進めました。

　水鉄砲合戦、ボウリング、ジャンボシャボン

玉等で大いに盛り上がり、楽しい夏の思い出が

できたと喜ばれました。

　15 分間のゆるキャラステージ

の企画・運営、模擬店の補助など

を行い、地域のたくさんの団体の

皆さんと交流しながらお祭りを盛

り上げました。

　地域の子どもたちを巻き込んで

の妖怪ウォッチ体操、ゆるキャラ

との綱引き大会など、大好評でし

た。

　2009 年度より特定非営利活動法人 JIPPO と

協力して、伏見区内で野宿者支援プロジェクト

を実施しています。毎月、伏見区内の河川沿い

で生活されている野宿者の方を訪問しお話を

伺っています。

　他に、支援団体が企画する四季折々のイベン

ト（花見、流しそうめん、バザー、もちつき等）

にも参加し、野宿者の方や支援団体の皆さんと

交流しています。

（詳しくはＰ44～45）

（詳しくはＰ45～46）

（詳しくはＰ59～61）
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◆アタックボラセン 26

◆Find Your Color ～広がるボランティアの世界～★☆（龍谷祭）

　龍大生にセンターをもっと知ってもら

おうと、毎月キャンパス内で声をかけま

した。「センターを知っていますか？」「ど

んな分野のボランティアに興味あります

か？」など、延べ 1000 人にアタックし

ました。

　「ボランティアのイメージチェンジ」

をテーマに、6つのブース（環境・福祉・

国際・動物・災害・東日本大震災）に分

けて、ボランティアの多様性に気づいて

もらえるような展示を行いました。3 日

間で 600 人を超える来場がありました。

◆プチふかくさ 100 円商店街への協力

　深草キャンパスの近隣にある深草

商店街で、地域活性化のために行わ

れるイベント「プチふかくさ 100 円

商店街」に、39 名の龍大生が地域

の一員として関わり、イベントを盛

り上げました。

（詳しくはＰ35～37）

（詳しくはＰ42～43）

●深草キャンパスでの活動紹介
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◆アタックボラセン 26

　瀬田キャンパス龍谷祭において、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

は学生スタッフの活動の紹介や東日本大震災復興

支援活動を紹介しました。模擬店では「本格タン

ドリーチキン」を販売しました。

　本学学生と地域住民に「地域でのつな

がりの大切さ」に気づいてもらうことを

目的に、瀬田キャンパスに隣接する「滋

賀県営都市公園びわこ文化公園」で開催

されたイベント「防災・減災そなえパー

クの日」に参画し、防災啓発のブース運

営と、展示を行いました。

　4 月・6 月・9 月・12 月に、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～ボランティアしようよ♪

～」を実施しました。センター事業や

地域での活動紹介などを行いました。

◆瀬田龍谷祭
　～つなが輪祭！ひろげん祭！～

（詳しくはＰ37～39）

◆広げよう！瀬田コミュニティの輪

◆Let's ボランティア
　～ボランティアしようよ♪～

（詳しくはＰ57～59）

（詳しくはＰ33～35）

04 05

●瀬田キャンパスでの活動紹介

（詳しくはＰ47～48）

（詳しくはＰ55～57）

（詳しくはＰ48～50、Ｐ53～54）

◆丸屋町商店街へのボランティア協力～ナカマチ夜市 in 丸屋町～ 

◆大津祭の宵宮および本祭に参加 

◆育ガク★プロジェクト 

　大津市中心市街地にある丸屋町商店街

で毎夏開催される夜市において、ボラン

ティア活動を行っています。今年度は総

勢 40 名の学生ボランティアが参加。「あ

りのままの丸屋町へ！レッツ！スタンプ

ラリー！」というイベントや、魚釣りあ

そび等の出店を企画・実施し夜市を盛り

上げました。

　大津祭の宵宮が 10 月 11 日

（土）、本祭が 12 日（日）に

行われ、両日合わせて約 80

名の本学学生が参加しまし

た。丸屋町商店街での宵宮イ

ベント、NPO 法人大津祭曳山

連盟と連携しての宵宮と本祭

への参加など、地域の方々と

一緒に伝統行事を盛り上げま

した。

　子どもの貧困、孤立した子育てな

ど現代社会には様々な子育てを巡る

課題があります。大学生がこのよう

な課題について考えるきっかけとし

てこのプロジェクトを企画しまし

た。子育て経験者３名を講師として

お迎えしてのワークショップと、子

育て支援活動を行う団体にて、乳幼

児に関わるボランティア体験を実施

しました。

～体験学習プログラム・夏～
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◆第 1回　東日本大震災復興支援ボランティア（石巻市 雄勝）

2011年3月11日の東日本大震災の発災以降、龍谷大学では宮城県石巻
市にボランティアバスを定期的に運行、学内では震災に関する啓発活
動を行うなど、復興支援に関する取組を実施してきました。

（詳しくはＰ10～12）

●東日本大震災・復興支援に関する取り組み

～灯籠作り～
～作業の合間の草刈り～

～作った灯籠を船着き場まで運ぶ～～船着き場の近くに灯籠を並べて、
　ひとつひとつろうそくを立てる～

～灯籠を手渡しで船に乗せる～

～供養花火と
　灯籠～

●深草・瀬田キャンパス共通の活動紹介②

　春季休暇中に、10 名の学

生がパラオ共和国を訪れ、島

嶼社会における環境、平和、

国際関係について学びまし

た。パラオ、ロックアイラン

ドでの活動の様子です。

　世界遺産に登録されている五箇山、

合掌の里での活動の様子です。

　春季休暇中に 15 名の学生が富山県

五箇山を訪れ、グリーンツーリズム

について学びました。

みらい

◆海外体験学習プログラム

◆国内体験学習プログラム

（詳しくはＰ81～99）

（詳しくはＰ67～80）

みらい

　「サークル活動の特技をボランティア

活動に活かすこと」をテーマに意見交

換をし、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、年 5 回

開催しています。

◆ボランティア活動＆サークル活動情報交換会
（詳しくはＰ41）
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～ありがとうハウスの前で、尾形勝壽氏から
発災当時のお話を伺う～～語り部さんからお話を伺う～

～舞台の設営～

～地元住民の高橋頼雄氏よりお話を伺う～

～ホタテアートで子どもに大人気のキャラクター
を制作～

～地元の皆さんと一緒に神輿を担ぐ～

～門脇地区で語り部さんの話を聞く～

～おがつスポレクまつり・愛の献血運動～

～活動終了後のふりかえり～

～元雄勝小学校教員、徳水博志

氏の案内で、実際に発災当時の

避難経路を歩いてみました。～

～おがつスポレクまつり・地区対抗綱引き～

～おがつローズガーデンの花壇整備～

◆第 2回　東日本大震災復興支援ボランティア（石巻市 雄勝）（詳しくはＰ12～14） ◆第 3回　東日本大震災復興支援ボランティア（石巻市 雄勝）（詳しくはＰ15～17）

●東日本大震災・復興支援に関する取り組み
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～復興支援ボランティア活動の報告会～

～石巻専修大学の山崎ゼミ
と一緒に震災を考えるワー
クショップ～

～復興ソング「花は咲く」を学生・教職員で合唱（深草）～

～復興支援ボランティアの体験を
語る学生（瀬田）～ ～復興ソング「花は咲く」学生・教職員で合唱（瀬田）～

～復興支援ボランティアの体験を
語る学生（深草）～

◆様々な復興支援の取組

◆東日本大震災の犠牲者をしのぶ法要が、
瀬田・深草の両キャンパスでお勤めされました。

●東日本大震災・復興支援に関する取り組み

（詳しくはＰ14～15、Ｐ17～18）




