2014年度活動概要

第二部

５．共催・協力事業
ボランティア・NPO 活動センターには、さまざまな地域団体や行政などから事業への協力依頼が
あります。センター内でどのように関わっていくのかを検討し、多くの場合、学生スタッフやコーディ
ネーターが協働でそれらの依頼に対応しています。

事

業

名

スタディツアー合同説明会

日

時

夏季説明会：2014年6月14日（土）13時30分〜17時00分
冬季・春季説明会：2014年11月15日（土）13時30分〜17時00分

場

所

夏季説明会 キャンパスプラザ京都 ホール
冬季・春季説明会 大阪梅田キャンパス 研修室

実施主体（共催）
参加人数

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会、株式会社マイチケット
ボランティア・NPO 活動センター
夏季

71名／冬季・春季

54名

■経緯・目的

ていただきました。

センターには年間を通して「海外でのボラン
ティアに関心がある」「長期休暇中にスタディ
ツアーに参加してみたい」「どんなスタディツ
アーがあるのか知りたい」という学生が多く来

◦15：00-17：00

第2部

「NGO に直接きいてみよう―スタディツアー
のこと」
参加 NGO（別表）が会場内にブースを設け、
ブースごとに各団体それぞれの企画するスタ

室します。
そこで、センターの提携団体である特定非営

ディツアーについて来訪者に説明しました。説

利活動法人関西 NGO 協議会と、海外体験学習

明会参加者はそれぞれ関心のある団体のブース

プログラム（●頁参照）でも各種手配に携わっ

を訪問し、団体の取り組みやツアー内容などを

ている株式会社マイチケットとの共催で、スタ

個別に質問します。出展団体以外のチラシや団

ディツアーを企画している NGO を集めて合同

体パンフレット等も設置し、参加者が手に取っ

説明会を2009年度より継続開催しています。

て比較・検討できるようにしました。
また、ブースを訪れたスタンプを集めた参加
者を対象に株式会社マイチケット提供による旅
行券や、NGO などから提供された景品の抽選
会を実施しました。
ブース出展団体（訪問先）
・ツナミクラフト（タイ）
・アクセス（ACCESS）（フィリピン）
・全国愛農会（インド）
・ウータン・森と生活を考える会（インド

要

◦14：00-15：00

第1部

「 ス タ デ ィ ツ ア ー … ど ん な 団 体 が？
へ？

6

月

■概

どこ

何を学べる？」

参加 NGO がそれぞれどのようなスタディツ
アーを行っているのか、行き先、プログラム、
特徴などを参加団体よりプレゼンテーションし
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ネシア）
・ニランジャナセワサンガ（インド）
・LOOB（フィリピン）
・PHD 協会（ネパール）
・ICYE ジャパン（インドネシア）
・Link・森と水と人をつなぐ会（タイ）
・マイチケット（タンザニア）

計10団体

共催・協力事業

■参加者の声・得られた成果など

・ICYE JAPAN（インドネシア）
・アクセス－共生社会をめざす地球市民の
会（フィリピン）

できることがあるのではないかと改めて感
じ、ぜひスタディツアーに参加したいと思った。

・アクション（フィリピン）
・ケアリングフォーザフューチャーファン
デーション

・たくさんの NGO の話を聞いて、私にも何か

ジャパン（CFF）（フィリ

ピン・マレーシア）

・複 数の団体をまわって、NGO のいろいろな
活動について知ることができた。いろいろ比
較できたのがよかった。
・スタディツアー体験者の意見を直接聞くこと

インドネシア）
11 ・コ ミュニティ・4・チルドレン（フィリ

・いろいろな情報が手に入り、資料もたくさん

月

・国際教育交換協議会（CIEE）
（ベトナム・

ピン）
・ジュレー・ラダック（インド）

ができ、楽しかった。
あったので、よかった。
■コーディネーター所感

・全国愛農会（インド）

今年度も多くの来場者があり、スタディツ

・ツナミクラフト（タイ）

アーへの関心の高さがうかがえました。

・テラ・ルネッサンス（カンボジア）

今後も、より多くの人が参加しやすい会場設

・ニランジャナセワサンガ（インド）
・緑の地球ネットワーク（GEN）（中国）
・LOOB（フィリピン）
・マイチケット（タンザニア） 計14団体

定や、場作りを進め、広報に力を入れていきた
いと思います。
〈報告者：東郷

珠江

（瀬田キャンパス

事

業

名

セーフトラベルセミナー2015

日

時

2015年3月14日（土）10時00分〜17時00分

場

所

大阪梅田キャンパス

実施主体（共催）
参加人数

コーディネーター）〉

研修室

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会／株式会社
ボランティア・NPO 活動センター

マイチケット

25名

■経緯・目的
ボ ラ ン テ ィ ア・NPO 活 動 セ ン タ ー で は、

ります。
海外での体験学習プログラムやスタディツ

2007年度より、海外の国・地域で起こっている

アーの目的地は感染症発生地域であることもあ

問題やその解決に向けた活動について、現地の

り、また事故が発生する可能性もあります。

NPO・NGO との交流を通して、ボランティア

万一、感染症や事故に出会ってしまうと難しい

等の体験学習を行うことにより、異文化間にお

緊急対応を迫られることから、感染症・事故へ

ける相互理解と共生を学ぶための「海外体験学

対する危機管理・対応は、海外での体験学習プ

習プログラム」を実施しています。本学の専任

ログラムやスタディツアーを企画・運営する大

教員がコーディネーターとなり企画・引率する

学や NGO にとって避けて通れない課題である

学内企画と、NGO が実施するスタディツアー

といえます。

から選定する学外企画があり、2014年度には30
人の本学学生が参加しました。
また、センターではスタディツアーについて

また、体験学習プログラムやスタディツアー
には、様々な目的意識や背景、特性をもった参
加者が参加することから、参加者の状況を把握

学生から相談を受けることも多く、スタディツ

し、充実したスタディツアーを運営するために、

アーを開催している NGO を紹介することもあ

具体的な事例や最新情報から企画・運営・引率
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担当者が学び合うことが求められます。
そこで、安全でより充実した体験学習プログ
ラムやスタディツアーの実施のために、大学の

・健康アンケートについて、非常に複雑な課題
であるということがわかった。事例を積み上げ
ることが重要だと思う。

海外体験学習・実習等や NGO のスタディツアー
の企画・運営・引率担当者のレベルアップを図

■コーディネーター所感

ることを目的として、セーフトラベルセミナー

事故対策シミュレーション、感染症の基礎知

を開催しました。開催にあたっては、関西を拠

識については、昨年度までのセーフトラベルセ

点とする国際 NGO の連合体である特定非営利

ミナーで学んできたことをワークと講義により

活動法人関西 NGO 協議会、スタディツアーを

復習した。当センターの海外体験学習プログラ

数多く主催し実績のある株式会社マイチケッ

ムにおいても、春季学内プログラム（パラオ共

ト、そして龍谷大学との三者共催で実施し、医

和国）について事故対策シミュレーションを実

師、旅行保険、旅行業法のスペシャリストを講

施したが、毎回具体的に検証する必要があると

師に招いて学びました。

改めて感じた。
また、今回、健康アンケートについて、初め

■概

て取り組んだが、NGO のスタディツアーでの

要

第1部

事故対策シミュレーション

事例は大変参考になった。各大学や NGO の取

第2部

健康アンケート

り組みについて、今後、更に共有し、積み上げ

講師：宮川眞一氏

公益社団法人日本キリス

ていけるとよいと感じる。

ト教海外医療協力会バン
グラデシュ派遣医師、心
療内科医
上村昌弘氏

AIU 損害保険株式会社

山田和生氏

株式会社マイチケット

対象：大 学の海外体験学習・実習等、NGO
のスタディツアーの企画・運営・引率
担当者等
■参加者の声・得られた成果など
・スタディツアーを企画・実施するにあたって
のリスク、対処について知ることができた。
・具体的な事例が大変参考になり、学びが多
かった。
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〈報告者：東郷

珠江

（瀬田キャンパス

コーディネーター）〉

共催・協力事業

その他の地域イベントなどへの出展・協力
センターでは、これまで報告してきた事業以外に随時イベント等へ出展、協力を行いました。
■地域の地蔵盆、夏祭りに協力（深草）
日 時：2014年8月23日（土）
、24日（日）
場 所：学校近隣地域（川久保町自治会、西浦町2
丁目自治会等）
内 容：京 都の伝統的な夏の行事「地蔵盆」で、
子どもの遊び（水鉄砲、シャボン玉、的
あて、キャンドル作りなど）を企画して、
子どもと遊び、夏の一日を盛り上げまし
た。

■市民活動フェスタ in はまおおつフェスタ（瀬田）
日 時：2014年11月16日（日）
場 所：浜大津明日都（大津市）
内 容：大 津市内の多くの団体が体験・販売・展
示のブース出展、またステージ発表をさ
れており、大津市民の交流の場となって
います。センターも、大津市内での活動
を中心にポスター、写真を使って広報し
ました。市民活動をされている方々とも
交流できて、世界の広がった一日となり
ました。
■深草トレイル、ビオトープ清掃と竹筒を使ったバウムクーヘン作り（深草）
日 時：2014年11月22日（土）
場 所：京都市伏見区深草
内 容：N PO 法人竹と緑、深草児童館、伏見区役
所深草支所地域力推進室、伏見工業高校
との協働で、深草トレイル、ビオトープ
清掃活動とバウムクーヘン作りを総勢90
名で行いました。

■京都マラソン2015に協力（深草）
日 時：2015年2月15日（日）
場 所：京都市岡崎公園
内 容：学生21人が、16,000人のランナーのゴール
直後の計測チップ回収を行いました。ス
ポーツボランティアは初体験でしたが、
完走したランナーと間近に接し、感動が
共有でき、貴重な体験となりました。
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