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2015年度活動概要　第二部

４．活動を通じた地域との連携　〜学生と地域をつなぐ〜

　センターでは、地域の様々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達へ向けては、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協力依頼に対し積極的に関わり、ボランティア
活動の裾野を広げるように心がけています。

1．経緯・目的
　学生スタッフが以前から定期的に深草児童館
でボランティア活動を行ってきた。児童館に通
う中で、子ども達がいつも同じような遊びをし
ていることに気がついた。せっかくの夏休みな
ので、いつもとは違う遊びを子ども達に体験し
てもらいたいと考え、このイベントを企画した。
子ども達には夏休みの思い出になり、学生に
とってはこの活動を通じて児童館という施設を
知り、地域にも目を向けるきっかけになると考
えている。
　昨年度は、竹と水を使った遊びを行い子ども
達に大変好評であった。参加者からも貴重な経
験ができたという感想をいただいていたので、
今年度も同様のイベントを行いたいと考えてい
たところ、児童館側から依頼を頂き、企画をす
ることになった。

2．概　要
①本番までの準備
・5月中旬に児童館側から依頼を受ける。
・�6月から週2回程度企画メンバーでのミー

ティングで遊びの内容を検討。
・7月に大まかな活動内容を決定。
・�8月上旬に事前準備も兼ねて参加する一般学

生との交流会を行う。
・�本番の10日程前にリハーサルを行い、遊びの

内容、動きの詳細などを決定。
②企画内容
・竹水鉄砲・輪投げ・魚釣り
③当日のスケジュール
　11：00　センター集合
　　　　　一般学生とのアイスブレイク
　　　　　当日の動き、準備物の確認
　12：30　深草児童館到着　準備開始
　13：30　開会式
　13：40　�ゲーム開始（竹水鉄砲ブース予選開始）
　　　　　�輪投げ、魚釣りブース同時進行
　14：40　�4ブース終了（竹水鉄砲ブース予選

終了）
　14：45　竹水鉄砲　決勝
　15：00　竹水鉄砲　学生と対決
　15：10　閉会式
　15：30　みんなでスイカを食べる
　16：00　ふりかえり
　16：30　活動終了

事  業  名 こどもサマーフェスティバル2015　竹だ！夏だ！水だ！
日　時 2015年8月21日（金）12時30分〜16時30分
場　所 京都市深草児童館

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（深草）
参加人数 24名（うち学生スタッフ15名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

岩本奈子（法学3）　小山由貴（法学3）　百済圭吾（経済2）　新川貴大（法学2）
津田莉沙（経済2）　春名亮佑（経済2）　坪下大介（文学1）　延安美菜（文学1）
原　弘樹（経済1）　矢野龍平（政策1）
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3．参加者の声・得られた効果など
①児童館職員の声
・�子どもたちは、数日前からとても楽しみにし

ていて、心待ちにしていました。学生たちの
お陰でとてもいい企画になって良かった。

②一般学生の声
・�子ども達が元気で、ついていくのがしんど

かったが、楽しかった。
・�初めてのボランティアだったが、ボランティ

アの意義、楽しさなどを感じた。
・�去年も参加したので、経験を踏まえて活動で

きた。
③学生スタッフの声
・�準備段階から一般学生に参加してもらい、深草

児童館について知ってもらうことができた。
・�当日は、子ども達の動きに臨機応変に対応す

ることができた。
・改めて地域との関わりの大切さを感じた。

4．反省点
・�雨天時のことを想定しておらず、直前になり

慌てた。変更にうまく対応できなかった。
・�コアメンバーで情報共有が上手くできておら

ず、認識のずれがあった。
・�児童館との話し合いに企画メンバーがあまり

参加できず児童館側の意向を上手く汲み取り
きれなかった。

5．学んだこと・今後の課題
・�授業内広報を行うことで、多くの学生にセン

ターの活動を広報することができた。

・�準備段階から一般学生に参加してもらったの
で、当日スムーズに動くことができた。

・�ミーティングでは話し合いが停滞することが
多々あったので、その都度、何を決めるのか
を明確にしていく必要があると思った。

・�リハーサルを行ったことでイメージが湧き、
修正点なども見つかったので、実施すること
は必要であると考える。

6．経　費
　消耗品� 739円

〈報告者：新川　貴大〉

1．経緯・目的
　深草ふれあいプラザとは深草地域の団体（約
20団体）が集まり、地域の方々と触れ合い、楽
しむためのイベントである。そして、今年は深

草ふれあいプラザが開催されて25周年を迎え
る。主催者から、地域で不足している世代であ
る大学生の力を貸して欲しいという依頼があ
り、話し合って協力することに決めた。深草ふ

事  業  名 第25回深草ふれあいプラザへの協力
日　時 2015年10月18日（日）8時30分〜15時00分
場　所 藤森神社
主　催 深草ふれあい事業実行委員会

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（深草）
参加人数 37名（うち学生スタッフ28名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

小山由貴（法学3）　山本　翔（経済3）　木谷翔太（経済3）　小川諒也（国際2）
三輪可那子（国際2）　大家彰文（国際2）　永翁ふみな（文学2）　石川真帆（法学2）
馬庭颯斗（経済2）　高野喜暉（経済2）　上野　翼（経済2）　辻　祐児（法学1）
日野萌絵子（法学1）　西山大樹（政策1）
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れあいプラザが地域の人たちが繋がるきっかけ
の場所となるように一緒に盛り上げたい。また、
学生と地域を結ぶ役割を担う学生スタッフであ
る私達が協力することで、深草で生活する学生
がボランティアに参加し、地域の人とのつなが
りや地域問題に触れるきっかけをつくっていき
たい。

2．概　要
①ステージプログラム「5学区対抗企画」
　�藤森・深草・藤城・砂川・稲荷の5学区の地

域の子どもや住民が、それぞれ代表者として
参加する競技の司会、運営補助（深草検定早
押しクイズ・竹積み競争・吉兆くんパズル）

②ゆるキャラ（吉兆くん・めいすいくん）
③模擬店の販売補助

3．参加者の声・得られた効果
・�地域の方が多くこられ、いろんな世代の方た

ちとの交流ができよい経験になった。
・�地域が、ひとつになって大きな祭りを開くの

は素晴らしいと思った。
・�出来るだけゴミを出さないことの大切さや、

ボランティアが分別するのでなく、地域の人
たちがその場で分別して、食器をリユースす
る意義を学んだ。イベントのボランティアと
いうより環境ボランティアとしてたくさんの
ことを学んだ。

・�ステージの司会と補助をやって、支所の方達
と仲良くなれて一体感を感じた。ステージの
出場者が時間通りに集合しないなど、多少の
トラブルもあったが、臨機応変に対応でき、
楽しむことが出来た。

・�活動後に、またボランティアがしたいと一般
学生が感想をのべ、学生スタッフとしての役
割が達成できた。

4．反省会
・�事前に交流会・説明会を自由参加で行う予定

だったが、一般学生の参加がなく、今後は原
則、参加にしたほうがいいと思った。

・�実行委員会担当者との情報交換が足りないと
感じた。遠慮せずにこちらからもっとコミュ
ニケーションをとるべきと感じた。

・�準備や活動中に、学生スタッフ同士で固まっ
てしまうのではなく、積極的に一般学生と交
流するべきと感じた。

5．学んだこと
　深草ふれあいプラザに参加して初めてわかる
ことだが、模擬店や裏方で役員の人たちが地域
を盛り上げようとそれぞれの学区からたくさん
の方がボランティアとして参加していた。実際、
20代から30代の人が少なく、私達大学生が参加
することで、さらに深草ふれあいプラザが盛り
上がることが実感できた。また、当日だけでな
く、打ち合わせの会議など準備段階から当日ま
で地域の方が積極的に参加している姿をみて、
一緒にがんばろうと強く感じた。地域の活動に
協力するという貴重な経験は、本当によい勉強
になった。次回はもっと多くの学生スタッフが
事前会議に参加して、そこで感じたことを一般
学生にも伝えていけたらと思う。
　ボランティア募集の広報では、去年の反省や
課題を活かし、留学生に対するアプローチや学
内放送など、去年まで行っていなかった手法も
取り入れた。今までは100円商店街やサマー
フェスティバルなどで以前ボランティアに参加
してセンターとつながりのある学生の参加が多
かったが、今年は新規申し込みの学生が多く、
新たなつながりが生まれたので、広報活動に力
を入れた効果が見られた。

6．経　費
　なし

〈報告者：上野　翼〉
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1．経緯・目的
　実行委員会担当者の方から南区民ふれあいま
つりにおいて「子どもが遊ぶための『ちびっこ
ひろば』に子どもが楽しむためのブースを出展
してほしい」との依頼を受け、以下のことを目
的にブースを出展した。
①�大学の近隣（特に伏見区）という枠を超えて、

様々な地域と関わることの大切さを龍大生に
感じてもらうとともに、広く龍谷大学、セン
ターを知ってもらうきっかけにする。

②�龍大生に様々な世代と触れ合うこと、地域や
その文化に関心を持ち、地域イベントに積極
的に参加することの重要性を感じてもらう
きっかけにする。

③�東寺で開催される今回のボランティアに参加
することを通して、「京都」という歴史ある
地域の魅力、日本の文化の魅力を感じてもらう。

2．概　要
　ちびっこひろばに子どもが遊ぶためのブース
出展を行った。出展内容は以下のとおりである。
射的
　�　ハンガーを弓、厚紙を筒状に丸めたものを

矢、妖怪の絵を的にして手づくりの射的を
行った。矢の先を丸くすることで、安全面に
配慮した。景品も手作りにしてほしいとの主
催者側からの要望を受け、折り紙で作った手
裏剣、プラバンを用いたキーホルダーを準備

した。
ミサンガづくり
　�　子どもに作り方を教えながら、一緒にミサ

ンガを作ることで、会話を楽しみながら一緒
に作業ができるように留意した。ミサンガは
誰でも作れる簡単な方法で実施した。

　�　これらの活動内容に対してシフトを組み、
ブース運営という形で子どもたちの誘導や
ルール説明などを主なボランティア内容とし
た。また、学生スタッフ以外の参加学生にも、
可能な限り準備作業に関われるように声がけ
した。

3．参加者の声・得られた効果など
参加者の声
・�準備段階から関わることができて、当日自分

たちが作ったもので子ども達が喜んでくれて
嬉しかった。

・�子ども達と触れ合うことができ、自分も楽し
むことができた。

・�普段は関わることのないような様々な地域、
年代の人と関われて勉強になった。

・�雨が降って少し残念だったが、それにも関わ
らず元気な地域のパワーを感じた。

・�かなり準備していたので雨がとても残念だった。
　〈得られた満足度の平均：84.3％〉
得られた効果
・�参加者の声からは、子どもと楽しく関わるこ

とができたことで自分も楽しめたという声が
多く得られた。また、普段関わることのない
世代の人や、地域のパワーに触れることがで
きたといった声があり、ねらいとしていた効
果があったと考える。

・�今回ボランティア後に実施したアンケートに
より活動の満足度を測ると共に「今回のボラ
ンティアに参加しようと思ったのはなぜか」

事  業  名 南区民ふれあいまつり　ちびっこひろばへのブース出展
日　時 2015年11月8日（日）9時00分〜16時00分
場　所 東寺（教王護国寺）
主　催 南区民ふれあい事業実行委員会

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（深草）
参加人数 26名（うち学生スタッフ13名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

白土奈央（法学3）岩本奈子（法学3）　藤原恵太（文学3）　余根田敦（国際3）
田中敬子（法学2）　田ノ上優光（文学2）　田村奈生（国際2）　橋本　望（法学2）
江島美紀（文学1）　乗矢隆良（政策1）　原　弘樹（経済1）
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「今後参加してみたいボランティア」「今後セ
ンターに求めること」といった項目を設けた。
それにより、龍大生がボランティアに参加し
ようと決める時、どういったことが決め手に
なるのか、どのような分野に関心をもってい
るのか、センターにどのようなことを望んで
いるのかというニーズを知ることができた。
今後の活動に生かしていきたい。アンケート
によって得られた声は、以下の通りである。

〈アンケートによって得られた声〉
Q． なぜ今回のボランティアに参加しようと

思ったか。

　・�チラシに書かれた活動が具体的でイメージ
が湧きやすかったから。（国際3）

　・�チラシをみて、楽しそうだと思ったから。
（経営3）

　・�子どもに関わるボランティアがしたかっ
た。（国際3）

　・�まちづくりに関心があり、実際の活動を見
てみたかった。（政策2）

Q． 今後参加してみたいボランティアはあり
ますか？

　・�子どもと関わるボランティア。（経営3）
　・�まちづくりに関するボランティアで、地域

の人とかかわりあえるようなもの。（政策2）
　・�色んなボランティアに参加したい。（国際3）

Q． 今後センターに求めることはありますか？

　・�Twitter、Facebook などの SNS でもっと
情報を発信して欲しい。（複数回答）

　・�どんなボランティアの種類があるかわから
ないので詳しく紹介して欲しい。（経営3）

4．反省点
① 作業を係りごとに分担はしたものの、あまり

うまく作用していなかった
　→�当日までの準備を円滑にするために企画メ

ンバーを①広報担当、②ボランティア担当、
③渉外担当に分けた。うまく準備を分担で
きないこともあったが、今回のように担当
ごとにわけて準備を進めるのは、企画メン
バーの積極的な参画、準備の円滑化といっ
た観点からは非常に有効であると考えるた
め、今後、今回の反省を生かし、このシス
テムが機能するように検討していきたい。

② 作業が直前になってバタバタすることが多
かった

　→�この企画の実施にあたっては、同時期に他
の複数の企画があることが事前にわかって
いたが、対策が甘かったと感じている。次
回からはしっかりと「いつまでに」「何を」
完了するのかということを具体的な目標と
して定め、可視化できるようにしたうえで
計画的に作業を進められるようにしていき
たい。

③雨への対策が甘かった
　→�雨天時の対策ができておらず、当日に、作っ

た矢の先が濡れてしまって使えなくなった
り、荷物を置く場所に困ったりというトラ
ブルがあった。今回の反省を生かし、次回
以降は悪天候を予想するとともに、「悪天
候だったら」という想定をコアメンバー内
だけでするのではなく、先方やボランティ
ア参加者とも共有して対策を立てておくよ
うにしたい。

5．学んだこと・今後の課題
①�今までに関わりのなかった「南区」という地

域で協働することで、普段関わっている地域
と比較することができ、以前よりも多面的な
見方で「まちづくり」を考えることができる
ようになったと考える。また、歴史ある東寺
で活動することで、日本の文化を感じること
ができ、「京都」という地域の持つ魅力を再
確認することができた。

②�ボランティア後にアンケートを実施するにあ
たって、活動の感想だけを聞くのではなく、
龍大生のニーズを知ることができるような質
問をすることに留意した。結果、センターに
対してどのようなニーズを持っているのかと
いうことを知ることができた。中間支援組織
としては、学生と地域、両者のニーズを調整
する働きが重要で、そのためには団体側の
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ニーズのみならず、学生側のニーズは何なの
かということを調査することは非常に重要で
あると改めて感じた。今後もボランティア活
動後の振り返りなどを有効に活用して、一般
学生のニーズを把握し、それを広報活動や企
画に活かしていくことでセンターの認知度
と、学生のボランティア参加率向上を目指し
ていきたい。

③�企画を円滑に進めるためにはチームワークが
重要であると改めて学んだ。今後はその力を

より発揮できるように、情報共有や役割分担
を創意工夫しながら、メンバー一人一人が力
を発揮しやすくなるような体制づくりをして
いくことを今後の目標としたい。

6．経　費
　南区民ふれあい事業実行委員会より必要経費
が支出されたため、経費はなし。

〈報告者：白土　奈央〉

1．経緯・目的
　歴史ある大津の大津祭にボランティアで参加
することで大津の文化、伝統、現状を知り、学
生も地域の担い手になることを体験する。
　さらに大津祭のボランティアに参加すること
で、ボランティアの良さを知ってもらい、他の
ボランティアに参加する第一歩としてもらうこ
とを目的とする。

2．概　要
① Let's ボランティア（ボランティア広報）
　�大津祭曳山連盟の方々をお招きし、お囃子の

実演
　ボランティア募集のチラシ配布
②事前勉強会

　大津祭曳山展示館訪問
　大津祭曳山連盟の方からの大津祭の説明
③交流会
　ボランティア参加学生への大津祭の紹介
　参加学生の顔合わせ、交流
④ボランティア説明・山建て見学
　当日のボランティア内容の説明
　山建て見学
　曳き初め体験
⑤宵宮
　案内所の案内
　スタンプラリー所の運営
⑥本祭【曳山綱引き】
　月宮殿山の曳手として参加
　垂れ幕を持ち観客の安全確保

事  業  名 大津祭へのボランティア協力

日　時

①2015年 7 月 6 日（月）12時35分〜13時35分
　　　　　　　　　　　「Let's ボランティア」にて学内広報
②2015年 8 月 5 日（水）17時00分〜18時30分　事前勉強会
③2015年 9 月 7 日（月）14時00分〜16時00分　深草交流会
　2015年 9 月10日（木）15時00分〜17時00分　瀬田交流会
④2015年10月 4 日（日）10時30分〜15時30分　山建て見学
⑤2015年10月10日（土）11時30分〜21時00分　宵宮
⑥2015年10月11日（日） 8 時00分〜19時00分　本祭

場　所

瀬田キャンパス屋外ステージ前（①）
深草キャンパス　22号館（③）
瀬田キャンパス学生交流会館カンファレンスルーム（③）
大津中心市街地（②、④、⑤、⑥）

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）

企画メンバー
（学生スタッフ）

松尾拓真（理工2）　山㟢あかり（理工3）　清水謙太（理工2）　首藤諭志（理工2）
中川涼太（理工2）　三坂悠太（理工2）　仲上昂希（理工1）　清田竜司（理工1）
山内辰太郎（理工1）　松澤宏樹（理工1）
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　曳き山の先導
　有料観覧席の誘導
　案内所の案内
　昼食会場の準備、片付け

概要番号 参加人数　※（　）は学生スタッフ
② 10名（10）
③ 9 名（ 8 ）　深草キャンパス
③ 24名（11）　瀬田キャンパス
④ 26名（10）
⑤ 10名（10）
⑥ 49名（30）

3．参加者の声
・�非常に面白かった。大津の文化を体験するこ

とができ、うれしかった。
・�伝統と歴史を守り続ける町の人々、ボラン

ティアの方々の熱い力とお客様の暖かい声援
に触れることができ感動した。

・�来年も機会があったらぜひ参加したい。今回
曳山を曳いたので、次は垂れ幕持ちや曳山の
先導などをしたい。

・�ボランティアを通して大津祭の良さを知るこ
とができたので友達や家族にも大津祭の良さ
を伝えていきたい。

4．学んだこと・今後の課題
　たくさんの学生に大津祭に参加してもらうこと
で、大津の伝統・文化・現状を伝えることができた。
　また、ボランティア後に行った振り返りやア
ンケートから、ボランティア活動の良さを多く
の人が感じていることがわかり、この企画の目
的は達成できたと思う。リピーター参加もおり、
昨年の経験から、他のボランティア学生をリー
ドする姿も見られた。
　昨年の反省から、雨天時の対応や参加者の情
報共有不足が挙げられたため、今年はボラン
ティア参加者の電話名簿を作り、中止や緊急時
の連絡態勢を整えた。企画メンバー同士だけで

なく参加者の連絡の共有を綿密に行えるように
LINE での情報発信を行った。
　今後の課題としては、当日、初めて参加する
学生で遅刻や早退があったため、初めて参加す
る学生に対してボランティアへの関わり方を入
念に伝え、今回だけでなく他のボランティアへ
の関わり方への意識を持ってほしいと思った。
　学生スタッフと一般学生がお互いにボラン
ティアの思いを伝える機会を増やしていこうと
思う。また、山建てや説明会のやり方が変わり、
初めてのことが多くあったので、来年は、情報
の共有を今年以上にしっかり行っていこうと企
画メンバーで話し合った。
　この企画では大津祭りの準備、巡行のサポー
ト、運営に実際に関わることにより、文化、伝
統を守り伝えていくことの難しさ、大切さを学
んだ。大津祭曳山連盟の方々はボランティア募
集の段階から私たち学生スタッフに協力し、大
津祭の歴史、意義を丁寧に伝えてくださった。
また、Let’s ボランティアでの活動の際にも一
緒にボランティア募集活動をしてくださった。
　大津祭終了後の慰労会に参加した際には、私
たち学生の協力を喜び、何度もありがとうと
労ってくださった。
　その背景には、これからの世代である私たち
若者に大津祭の伝統を引き継いでほしいという
強い思いがあると思う。こういった思いを汲み
取り、私たちは、来年以降もこの企画を続けて
いきたいと思った。

5．経費
事前説明会、前日準備、当日企画メンバーの交
通費補助（上限1,000円7割）� 3,360円
熱中症対策飲み物� 948円
振り返りの会場使用料� 1,000円
合計� 5,308円

〈報告者：松尾　拓真〉
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1．経緯・目的
　瀬田の学生スタッフはこれまで様々な地域の
団体とコラボレーション企画を行ってきた。私
達はその活動を通し、「まちづくり」活動への
関心を深め、活動地域である大津への愛着をも
つようになった。
　私たちは、企画を通して、龍大生に学生スタッ
フとともにボランティア活動に参加すること
で、ボランティアへの興味・関心・理解を広め、
深めてもらうことや、やりがいを感じてもらう
きっかけづくりをしたい。
　また、ボランティアには、様々な団体・市民
が関わっており、様々な活動背景のもと地域の
社会課題に取り組んでいる。龍大生が地域社会
の一員であり、ボランティアに参加することで
参画できること、視野を広げられる可能性や人
とつながることができることを伝えたい。
　さらに参加学生にボランティア活動を通じ、
大津に愛着をもってもらえるような働きかけ、
自分の故郷を見つめなおしてもらえるような働
きかけもしていきたい。
　これらの目的を持ち、6月から大津市内のい
くつかの登録団体への訪問・ヒアリングを重ね
たところ、「こどものまちおおつ」「子ども
ミュージアム商店街」の二つの活動の実施趣旨
に共感したためボランティア啓発企画を行った。

2．概　要
①交流会
　初めてボランティアに参加する学生を対象に

ボランティア活動の意義や参加する際の注意を
伝えた。事前に集まって参加学生同士で顔合わ
せすることで当日の不安をなくし、企画メン
バーが参加学生の顔や名前を覚えておくことで
当日の流れを円滑に進められるようにした。
　さらに、当日のスケジュールなどのイベント
概要・趣旨について主催団体に来ていただき直
接説明を受け、活動についての理解を促すとと
もに、参加への意欲を高めることができるよう
にした。
②こどものまちおおつ
　仮想のまちをつくり、子ども達にまちの役割
について知ってもらうために企画されたイベン
トで、221名の参加があった。
　私たちは、子どもと学生との交流を目的に「森
のたからもの屋さん」（自然物を使った製作ブー
ス）と、子ども達にまちづくりについて考える
きっかけを作ることを目的に「ザ・まちづくり」

（まちづくりを学べるブース）の2つのブースを
出展した。また、大津地域で子どもに関する活
動をされている団体のブースで活動し、振り返
り時には、それぞれの団体の活動への思いを
伺った。活動終了後は参加学生でアンケートと
振り返りを行った。
③子どもミュージアム商店街 in 石山商店街
　子どもたちに本物の商店街の店舗で仕事体験
を通し、地域のつながりや商店街の良さを感じ
てもらうために企画されたイベントで、198名
の参加があった。
　活動前に石山商店街でのまちあるきを行った。

事  業  名
ボランティア啓発企画「まちづくり×子ども編」
△おおつでボランティアしよう△

日　時

交流会：2015年11月10日（火）17時20分〜19時20分
こどものまちおおつ当日：2015年11月15日（日）8時00分〜18時00分
子どもミュージアム商店街 in 石山商店街当日：

2015年11月28日（土）8時00分〜18時00分

場　所
交流会：学生交流会館カンファレンスルーム
こどものまちおおつ：大津市市民活動センター1F　大会議室
子どもミュージアム商店街 in 石山商店街：石山商店街

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）

参加人数
交流会：14名（うち企画メンバー8名）
こどものまちおおつ：20名（うち企画メンバー8名）
子どもミュージアム商店街 in 石山商店街：30名（うち企画メンバー8名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

中村香菜（社会2）　仲田匡志（社会4）　中川真実（社会3）　佐久間涼（社会2）
福納知香（社会2）　三輪可那子（国際文化2）　矢橋耕助（理工2）　
福山真琴（社会1）　河野沙織（農1）
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その後、27店舗へ198名の子どもたちを丸一日
かけて引率し、仕事体験を見守ったり、学生も
一緒に体験させてもらったりした。活動終了後
は参加学生でアンケートと振り返りを行った。

3．参加者の声・得られた成果など
①ボランティアについて
・�「主体的」「参加ではなく参画」という部分に

すごく共感した。
・�参画することで、参加者や団体、地域のこと

について知れることがボランティア活動だと
思った。

・�もっと知らない未知の世界を知りたい。参画
して、当日だけではなくて、つながりを濃く
していけるものだと思った。

②まちづくりについて
・�地域の人たちが地域に愛着を持っていること

がわかり、自分自身の“学び”の場になった。
・�大津という地域に関心を持つことが出来たた

め、地元などにも興味の幅を広げていきたい。
・�まちづくりは人と人とが出会い、触れ合う中

で創造していくものだと活動後にイメージが
変わった。

・�まちは人がつくっている、商店街は人がつ
くっているのだと感じられた。

4．学んだこと・今後の課題
・�参加者の声から分かるように、ボランティア

への興味、関心、理解を深めてもらうことが
できた。参加学生の中にはボランティア活動
を初めて行う学生も、何度も経験している学
生もいたため、それぞれの活動経験に応じて
活動内容を工夫することが大切であると感じ
た。今回は、「まちづくり×子ども」分野で
の活動であったが、他の分野でのボランティ
ア活動も行いたいとの声もあった。さらにボ
ランティア活動への意欲が湧いた学生もいた
と考えられる。

・�ブース運営に加えて、地域の人、団体の人と
直接話すことや関わることで、大津地域、自
分の故郷に対しても興味・愛着を持ってもら
うことや、「まちづくり」活動への関心につ
なげることができ、よいきっかけづくりがで
きたと言える。

・�ただボランティア活動に参加するだけでな
く、社会の一員として学生が主体的に動くこ

とで学生が地域社会に参画できるということ
を伝えたいと考え、「参画」という言葉を意
図的に使ってきた。参加後、今後も参画した
いという意見がたくさん聞かれた。しかし、
一度ボランティアに行ってそのボランティア
に継続していける自信がない、という意見も
あったため、今後も学生スタッフとして龍大
生に継続してボランティア活動に参加しても
らえるようなアプローチをしていきたい。

・�今回は、NPO、地域団体、商店街、市民活
動センター、そして学生が協働で実施すると
いう貴重な機会をつくることができ、学生
コーディネーターとしての役割を果たせたと
感じる。今後もつながりを大切に地域の団体
とのよりよいつながり方を考えていきたい。

　�また、学生スタッフの年間活動において他企
画と連携しながら、まちづくりに焦点を当て
た企画の展開を考えていきたい。

5．経　費
　交通費補助� 2,680円

〈報告者：矢橋　耕助・三輪　可那子・
中川　真実・佐久間　涼・中村　香菜〉

↑こどものまちおおつ

↑子どもミュージアム商店街 in 石山商店街
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1．経緯・目的
　「くさつ子どもフェスタ」は2002年から毎年1
月に開催されていて、学生スタッフ企画として
2007年から継続して関わっている。毎年関わっ
ている地域とのつながりを大切にしたいと思
い、実行委員として参画してイベントを盛り上
げる。寒い時期になかなか外に出たがらない傾
向がある子どもたちに外で遊ぶ楽しさを感じて
もらいたい。また龍大生にボランティアの楽し
さを知ってもらい、他のボランティアに参加す
るきっかけ作りにする。そして、自分の住む地
域に関しても考えてもらう。

2．概　要
・�実行委員会への出席（9月〜1月の毎月1回、3月）
・�説明会を兼ねた交流会（アイスブレイク、ブー

スの説明、ワークショップ、団体からのお話）
・各ブース、ワークショップの準備
・前日準備への参加
・イベント当日の準備
・�当日ブースの運営（分別ゲーム、防災玉入れ、

おにごっこ、ミサンガ作り）
・他団体や全体のブースのお手伝い
・�よさこいサークル華舞龍、手話サークル
D.A.Y によるステージ出演

・イベントの片づけ
・振り返り

3．参加者の声
・�保護者の方や団体の皆さんともコミュニケー

ションを取れたので良かった。
・�様々な世代が交流する場をつくりあげるこ

と、地域皆でつながっていくことが大切だと
感じた。

・�地元のイベントに今まで無関心だったが、今

回保護者の方々の話を聞き、とてもニーズが
あることを知り、今後も地元のイベントに関
わりたいと思った。

・�不安もあったが子どもたちと遊んでいるとき
は楽しく、普段こういった機会がないので参
加して良かった。

4．学んだこと・得られた効果・課題など
・�様々な広報により、テスト期間での開催にも

かかわらず、よさこいサークル華舞龍や手話
サークル D.A.Y、龍大生に参加してもらいイ
ベントを盛り上げられた。

・�早めに準備や広報について考え、手探りの部
分も多かったが企画メンバー内で役割を分担
できていた。

・�交流会の席で、実行委員会の思いや、自分た
ちの思いを龍大生に伝えることができた。ま
た、企画メンバーもそれを再認識し、参加者
の気持ちをワークを通して知ることができ
た。

・�当日は寒い中でも子どもたちが元気に外で遊
びまわり、ブースでの遊びを楽しんでくれて
いた。子どもたちが外で遊ぶ環境、大学生や
大人の方と交流できる機会が必要とされてい
ることが分かり、ニーズに合ったイベントを
運営できていたと思う。

　�ボランティアの学生も積極的に活動できてい

事  業  名 くさつ子どもフェスタ2016への協力
場　所 滋賀県草津市立野村運動公園グランド

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）

日時・参加人数

交流会：1月13日（水）　28名
前日準備：1月16日（土）　9名
当日：1月17日（日）　8時00分〜15時30分
56名（龍大生10名・サークル26名・学生スタッフ20名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

福田七海（社会3）　橋本直樹（社会2）　渡邉祐斗（理工2）　松尾拓真（理工2）
三坂悠太（理工2）　岡本龍吾（理工2）　髙間美穂（社会2）　山本加奈（社会1）
仲上昂希（理工1）　山内辰太郎（理工1）　矢野佑磨（理工1）
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て、ブース運営も子どもに合わせ臨機応変に
対応できていた。

・�子どもたちだけでなく保護者の方や実行委員
会の団体の方との交流を深められた学生もい
て、ボランティアを通じて地域のことに考え
を向けることができていた。

・�今回のボランティアに参加したことがきっか
けで、別のボランティアに参加したいと考え
ている学生が多いことがわかった。地域交流
やまちおこしのボランティアに興味を持った
学生が多かった。

・�企画メンバーが考えていた目的はほぼ達成で
き、地域貢献に繋がったと思う。

5．今後の課題
・�ブース等のタイムスケジュールや進行状況を
企画メンバー全員がしっかりわかるように
し、それを管理する。

・�もっとたくさんの学生を呼ぶための意識づけ
や工夫を練る。

・�ボランティアへの気遣い（休憩時間や準備等
の誘導）を大事にする。

6．経　費
　交通費補助（上限1,000円7割）� 5,400円

〈報告者：渡邉　祐斗〉

1．経緯・目的
・�龍谷大学（瀬田キャンパス）が所在する瀬田

地域において、龍大生の瀬田地域への関心が
薄く、相互に理解し合えていないことにより、
龍大生と地域住民が関わる機会が少ないとい
う現状があることを課題に感じた。このよう
な現状を解決するために、まずセンターの学
生スタッフが、瀬田地域と積極的に関わりを
持ち、活動してきた。

・�瀬田地域で活動していくなかで、瀬田地域の
魅力や住民の想いを感じたため、より多くの
学生に伝えたいと考え、龍大生が地域住民と
交流できる身近なボランティア活動を企画
し、「地域とのつながりの大切さ」を意識し
てもらいたいと考えた。

2．コミュニティ企画　通年活動
（1）概　要
　2013年から活動を始め、発足当初は、企画メ
ンバーが瀬田地域のことについて詳しく知るた
めに活動した。瀬田地域でのイベントやサロン、
団体等に見学やボランティアに行き、地域住民
との交流を積極的に行った。このような活動の
中で、センターの学生スタッフとしてとして何
ができるかを検討してきた。
今年度の主な活動
　・�瀬田地域のまち歩き
　・�瀬田東学区自主防災会　瀬田東学区合同防

災訓練への参加�
　・�瀬田東学区文化祭　自主防災会ブースでの

ボランティア活動

事  業  名 コミュニティ企画　〜広げよう！瀬田コミュニティの輪〜
日　時 2016年3月13日（日）9時00分〜17時00分
場　所 滋賀県営都市公園　びわこ文化公園　催し物広場

実施主体 ボランティア・NPO 活動センター（瀬田）
参加人数 企画メンバー12名・参加学生20名（うち学生スタッフ10名）

企画メンバー
（学生スタッフ）

口分田知佳（社会4）　小林陽太（社会4）　山下凌司（国文4）　小牧裕美（社会3）
野口　幹（国文3）　田川智也（理工2）　中原　茜（社会2）　川辺実和（農学1）
清田竜司（理工1）　黒川穂乃佳（理工1）　松澤宏紀（理工1）　松下実代（農学1）
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　・�びわこ文化公園を訪問、ヒアリング
　・�びわこ文化公園「ゆう・you フェスタ」企

画メンバーがボランティア活動と見学
　・�瀬田地域の登録団体でのボランティア活動

（2）「防災・減災そなえパークの日�2016」での
ボランティア活動
　コミュニティ企画は「地域とのつながりの大
切さ」を意識し活動している。活動の一つとし
て昨年、瀬田キャンパスの隣に位置する「滋賀
県営都市公園びわこ文化公園」で行われた「防
災・減災　そなえパークの日�2015」に参画し、
企画を実施した。多くの瀬田住民が参加するイ
ベントに参画するにあたって、災害時には地域
住民同士での助け合いが大切であり、そのため
には普段からのそなえとして、関係を作ること
が重要であると考え、龍大生と地域住民が交流
する中で「地域とのつながりの大切さ」に気づ
いてもらいたいという思いであった。
　地域とのつながりは継続して関わることによ
り、より深くなるものであると考えた。よって
昨年できた「地域とのつながり」の輪を拡大し、
つながりを深める機会として、そして、新たな
出会いの機会として、企画を実施した。

場所：�滋賀県営都市公園びわこ文化公園　催し
物広場

日時：�事前交流会2016年3月4日（金）14時00分
〜16時30分

　　　�当日2016年3月13日（日）　9時00分〜17
時00分

参加人数：事前交流会…�ボランティア参加学生
8名

　　　　　　　　　　　学生スタッフ2名
　　　　　　　　　　　企画メンバー10名
　　　　　当日…ボランティア参加学生10名
　　　　　　　　学生スタッフ10名
　　　　　　　　企画メンバー12名
準備
びわこ文化公園訪問
　企画メンバーとびわこ文化公園担当者、また
瀬田東学区自主防災会と共に、「防災・減災　
そなえパークの日　2016」に向けての打ち合わ
せを行った。
・イベント広報
　学内で立て看板などを用いて龍大生へのイベ
ント広報を行った。また、瀬田地域にあるボラ

ンティアに行き、ボランティア活動終了後、了
承を得て、企画メンバーが直接イベント広報を
行い、地域住民の参加呼びかけを行った。
　活動の事前に交流会を行った。
・事前交流会
　共に活動するボランティア参加学生と企画メ
ンバーとびわこ文化公園担当者が事前に集まっ
て交流を図り、コミュニティ企画やイベントの
趣旨・目的について理解を深めることで、活動
を円滑に進めるために行った。また、交流会に
参加できなかった学生には、個別での対応を
行った。

当日（イベント来場者：約900名）
・�ボランティア参加学生に資料配布、再度ブー

スの説明
・びわこ文化公園や他団体への挨拶、顔合わせ
・ブース運営
　体験型ブースが2ブース、展示ブースが1ブー
スの計3ブースを運営した。

【体験型ブース】
・�そなえゲーム　〜作ろう！ぼくのわたしの防

災バッグ〜（来場者：116名）
　普段から災害にそなえておくことの必要性を
伝え、防災について来場者が考え、交流するこ
とを目的に、災害が起こり、避難することになっ
た場面を想定し、ロールプレイング形式で行っ
た。また、避難する上で困ることを予め想定し、
カードを作り、その際に必要な物を考えても
らった。最後にメッセージカードを、参加者に
持ち帰ってもらい、ブースで考えた事を思い出
してもらえるように工夫した。
・�そなえラリー　〜めざせ！防災マスター！！

〜（来場者：98名）
　ブース体験で考えてもらった防災についての
知識を家族で話し合ってもらうことで、日頃か
ら備えることの大切さを、参加者に伝えること
を目的に行った。催し物広場の各所にスポット
を用意し、ブースに来た子どもたちと一緒に考
えながら、スポットを回ってもらうラリー形式
で行った。スポットでは、災害伝言板ダイヤル、
屋内での家具の配置、そして避難する時に気を
付けて欲しいことを扱った。最後には、各スポッ
トで手渡した説明とイラストが書かれた紙を一
纏めにし、冊子にして参加者に持ち帰ってもら
い、家庭や地域で共有してもらえるように工夫
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した。

【展示ブース】（来場者：42名）
　東日本大震災復興支援、大津市の台風18号被
害復旧支援ボランティア活動、コミュニティ企
画紹介を展示
　瀬田地域のおすすめスポットを来場者に伺
い、マップを作成していくという参加型の展示
　災害を身近に感じてもらい、防災意識を高め
てもらうことを目的に、実際にボランティア活
動に参加した学生が、来場者へ、活動の状況や
現地での活動から学んだこと、感じたことを伝
えた。参加型の展示では、来場者と学生が瀬田
地域について話し合うことで交流した。
・片づけ、振り返り
　活動を通して感じたこと、考えたことを、ワーク
シートを用いて、参加者全員で共有した。また、
アンケートも行い、今後の活動の参考とした。

3．参加者の声・得られた効果など
〈イベント全体〉
・�やりがいのある活動は充実感が得ることがで

き、良いものであると実感した。
・�「ありがとう」と感謝の言葉をかけてもらえ

ると、ボランティア活動に参加してよかった
と思った。

・�他のブースを体験する時間があり、たくさん
の地域の方と交流できた。

・�防災について初めて知ることも多く、改めて
考えるきっかけになった。

〈“地域”や“つながり”に関して〉
・�今まで、通学に使用する学園通りしか知らな

かったため、より瀬田地域を知りたいと思った。
・�地域でのボランティアを行うことは、人々が

集まりコミュニケーションの場が増えるので

良いと思った。
・�地域の方と自ら積極的に交流することが大切

だと感じた。

4．学んだこと・今後の課題
・�瀬田地域の方々は、瀬田地域が災害に見舞わ

れる危険性が低いため、防災に対しての意識
が低いということを知ったので、このイベン
トのテーマである防災、減災を、地域の一員
である龍大生が、地域の方々と一緒に考え、
もしもの際に普段からそなえることの重要性
を改めて感じた。

・�通年活動であるため、企画メンバーが変化し
ていく中で、企画の趣旨・目的をしっかりと
確認し合うことが大切だと学んだ。

・�瀬田東学区での活動が多いので、瀬田地域4
学区でまち歩きなどを行い、他地域とのつな
がりも広げていきたい。

5．経　費
　交通費（上限1,000円7割）� 10,800円
　消耗品� 9,920円
　合計� 20,720円

〈報告者：田川　智也、川辺　実和〉
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1．経緯・目的
　2008年度末に（特活）JIPPO の専務理事で
あり、龍谷大学名誉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、中村氏とセンター職
員、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、
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
する活動も行いました。2014、2015年度は、月
に1度の河川巡回に加え、野宿者支援を行う他
団体（自立支援ネットワーク、NPO 法人ゆい
の会、京都夜回りの会等）主催の四季折々のイ
ベントに参加し、繋がりを作りました。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。

2．概　要
　JIPPO 関係者、本学学生、センター職員の
最大8名で、月に1回、2〜3日分の食料等の物資
を持って、河川（西高瀬川）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。
　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
ネーターとで振り返りを行い、活動を通じて得
た気づきや疑問などを共有しました。
　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。

3．参加者の声・得られた効果など
・�はじめて訪問したとき、長靴を履き、帽子も
身に付けて草刈りをされていて驚きました。
料理をされ、テントのまわりもきちんと整理
されていました。自分ではそのつもりはなく
ても、野宿者の人に対してホームレスの人は
こうだと偏見を持っているので驚くのではな
いかなと思いました。自分でも気がついてい

事  業  名 伏見区野宿者支援プロジェクト

実 施 日

●河川巡回：�2015年4月21日（火）、5月25日（月）、6月8日（月）、7月14日（火）、�
9月17日（木）、10月19日（月）、11月24日（火）、12月15日（火）、
2016年1月19日（火）、2月10日（水）、3月23日（水）

●説明会：9月29日（火）　19時〜21時
●支援バザー：2016年1月9日（火）　9時〜15時
●東本願寺前でのもちつき大会：2016年1月9日（土）　9時〜14時

活動時間 15時〜18時で実施
活動場所 京都市伏見区の西高瀬川周辺、イベント時は各会場（京都市等）

参加人数

●河川巡回：�65名（学生30名、JIPPO 関係者10名、センター職員13名、西本願
寺職員10名、その他2名）

●説明会：学生7名、職員2名
●支援バザー：学生1名
●東本願寺前でのもちつき大会：学生8名

実施主体 （特活）JIPPO、西本願寺、龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター
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なかったのです。
・�野宿者の方の想いや状況に寄り添ったり、解
決に向かうためには、頻繁に顔を出したり、
少しずつ積み重ねて話して、関係性を築いて
いくことが大切なんだろうと思いました。信
頼関係が築けてやっと支援や解決のスタート
ラインに立てるのかなと、感じました。

4．コーディネーター所感
　野宿者支援は、普段交流することの少ない野
宿者の方との貴重な出会いの場です。今支援し
ている3人の方々が、河川敷に行き着く前にあっ
たであろう、長い人生、経験を思うと尊敬の思
いがこみ上げてきます。何があったにせよ、今
まで生きてこられたし、今、しっかりと生きて
おられます。私たちはただ、月に1回、お元気
ですか。風邪などひいていませんか、と挨拶を
するだけですが、ご自身の生い立ちや考えてお
られることなどお話しして下さいます。12月
に、そのうちの1人の方の行方がわからなくな
りました。今まで当たり前のように、そこに居
て、私たちを出迎えてくれた方が居なくなり、
はじめて、私たちが共に、支え合っていたのだ
ということに気づかされました。月に1回の訪
問でしたが、私たちの訪問を待っていてくれる
方が居たからこその活動だったのです。

　この活動に参加した学生は延べ300名をこえ
ます。それぞれ、いろいろな深い学び、思いを
持つ機会を与えられました。もう一度会って、
そのお礼が言いたいと思っています。

〈報告者：上手　礼子
（深草キャンパス　コーディネーター）〉

河川敷でお話を伺っています

京都市内で野宿者支援を行っている団体の説明会にも参加
しました
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