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龍谷大学教職員の皆さん向けに、ボランティア・ＮＰＯ活動センターの活動をご紹介する情報紙です。教職員
の皆さんにボランティア・ＮＰＯ活動センターの活動を知っていただきたい！ボランティア活動に参加していた
だきたい！そんな思いが込められています。

Facebook・Twitter

2014.4.1～

始めました！

センターの取り組みや、さまざまな募集告知、日常の様子などを随時発信しています。
ぜひご覧になり、いいね！ と フォロー をお願いします！
※ボランティア・NPO 活動センターの学生スタッフと職員が共同運営しています。

【学生スタッフ＠瀬田よりご報告】
『Let’s ボランティア』終了しまし
た！4/22～23 の 2 日間で学生・教員 89
人の方に来場していただきました！
ボランティアをはじめるきっかけにな
れば良いなぁと思います！次は夏に開
催予定です！

【オリエンテーション合宿報告①】
「ボラセン×学スタ＝夢限大！〜
“できる”に気付くオリテ合宿 2014
〜」をテーマに、熱気あふれる２日間
(5/17,18)の合宿となりました！

【海外体験学習募集説明会＠深草】
今日は深草での説明会最終日(6/10)でした。特定非営利活動法人 JIPPO の高木さんに、スリランカツ
アーの目的や内容、見どころ、魅力を語っていただきました。学生たちが熱心に聞き入りました。

今年も実施！

東日本復興支援ボランティア

龍谷大学では、今年も東日本大震災復興支援のためにボランティアバスを運行します！！
発災から３年が経過し、あまり震災について語られなくなってきました。本当に復興は進んでいるのでしょう
か？『被災地の今』を地元の皆さんとの交流とボランティア活動を通して体感しましょう！そして、復興にむけ
て歩み始めている『まちづくり』を応援しませんか？
ボランティア募集説明会はすでに終了し、応募受付が始まりました。興味のある教職員の皆さん、ぜひご一緒
にバスに乗って石巻市雄勝へ！ボランティア休暇の取得もご検討ください。

●主な活動内容●
第１回
【灯籠流し】

8 月 14 日（木）に雄勝湾で開催される灯籠流し準備（灯籠の作成
等も行う）、および当日の運営、後片付けの手伝い。その他、震災
についての話を聴く機会も設けます。

8/12(火)～8/16(土)
※16 日 7:00 帰着予定

第２回
【スポレクまつり】
9/26(金)～9/29(月)

9 月 28 日（日）に実施される雄勝スポレクまつり（地域運動会の
ようなもの）の準備、当日の運営等。スポレクまつりに参加して、
一緒にまつりを盛り上げるのを期待されています。その他、震災に
ついての話を聴く機会も設けます。

※29 日 7:00 帰着予定

第３回
【おがつ店こ屋商店街
３周年イベント】
11/14(金)～11/17(月)
※17 日 7:00 帰着予定

11 月 15 日（土）16 日（日）におがつ店こ屋商店街で実施される３
周年イベントのお手伝い。その他、震災についての話を聴く機会も
設けます。なお、今回の募集はこのイベントに龍谷大学として出店
する予定のブース内容を企画したり、協賛企業回りなど、準備段階
から関わるボランティアの募集です。参加人数に余裕があれば、９
月にもう一度募集を行います。

■参 加 費：20,000 円【移動費・宿泊費・食事（一部）・保険料込み】 ※１～３回とも共通
■定
員：30 名 ※１～３回とも共通
★応募者多数の場合は選考になります。
■参加資格：龍谷大学の（授業に支障がない）学生及び、教職員
参加決定者説明会 【第１回参加者：８月 ５日（火）13：30～15：30】
【第２回参加者：９月 ２日（火）13：30～15：30】
【第３回参加者：７月 17 日（木）17：50～18：50】
■備
考：移動手段はバスで、集合・解散はいずれも『深草キャンパス』あるいは『JR 京都駅』になります。
現地集合・現地解散は出来ません。過去に参加された方も申し込めます。
■募集期間：７月４日（金）17:00 まで
■結果発表：７月 11 日（金）12:00 ボランティア・NPO 活動センターHP にて発表

関心の高さを感じた募集説明会
深草、瀬田、大宮各キャンパスで全 5 回
実施した募集説明会には、249 名の学生が
参加しました。
（深草 99 名、瀬田 124 名、
大宮 26 名）
被災地への関心の低下が懸念されていま
すが、龍大生のまだまだ冷めない関心の高
さを感じることが出来ました。
10 月に、第 1・2 回の活動報告会を開催
します。HP 等でお知らせいたしますので、
ぜひ、学生の生の声をお聞きください。

2014 夏季

海外・国内体験学習プログラム実施！
● 海外体験学習プログラム
学内企画

◆企
画
◆テ ― マ

8/24（日）～8/31（日）

法学部
西倉 一喜 教授
「台湾の学生・市民活動団体と交流する旅」

● 海外体験学習プログラム
学外企画

―台湾―

－スリランカー

8/24（日）～8/31（日）

（国内外のＮＰＯ・ＮＧＯ等が実施するプログラムを選定したもの）
◆企
画
特定非営利活動法人 JIPPO
◆テ ― マ
「スリランカ 仏跡と茶園の旅」

【募集人数及び参加資格】

14 名 学内企画（台湾）８名、学外企画（スリランカ）６名
本学に在学する学生（学部１～４年生、短期大学部１～２年生）
日本国内の空港での集合から解散まで同一行動をとること。単位の取得を目的としないこと。
【補助額】 学生１人に参加費の 30％を目処として補助（上限６万円）
※上記海外体験２つのプログラムは、すでに選考が終わり、参加者が決定しています。

● 国内体験学習プログラム

－揖斐川流域ー

9/11(木)～9/14（日）

◆テーマ：
「川と森の恵みを活かしたまちづくり ～揖斐川流域から提案する穏豊（おんぽう）な社会～」
◆企画教員：社会学部 笠井賢紀講師
◆参加資格及び募集人数：本学に在学する学生（学部 1～4 年生、短期大学部 1～2 年生）15 名程度
◆参加費：20,000 円 ※バス移動費・宿泊費・食費込（朝食３回・昼食４回・夕食３回）
◆応募・選考方法：説明会で配る申込書に必要事項を記入し提出。まずは説明会へ！
◆応募期間：2014 年 7 月 7 日（月）～18 日（金）
◆説明会：深草キャンパス：7 月 4 日（金）12:30～13:00 21 号館 203 教室
説明会が始ま
ります！広報
のご協力お願
いします。

7 月 7 日（月）12:30～13:00
21 号館 101 教室
大宮キャンパス：7 月 8 日（火）12:30～13:00
北黌 203 教室
瀬田キャンパス：7 月 3 日（木）12:50～13:20
2 号館 108 教室
7 月 11 日（金）12:50～13:20 2 号館 107 教室

【今後の事業予定】教職員の皆様、ぜひ見学にいらしてください！お待ちしています。
●ボランティア入門講座第 3 回振り返り 深草キャンパス：7 月 10 日（木）17:30～19:30 22－303
瀬田キャンパス：7 月 11 日（金）17:30～19:30 2－108
※6/1～ 7/5 に 6 日間実施した『第 2 回ボランティア体験をしよう』の体験を発表し、グループワークをします。
●ボランティアリーダー養成講座 8 月 7 日（木）13:30～16:30 深草キャンパス 21－401 講師：金 香百合氏
「コミュニケーション力 UP！ ～仲間の力を引き出す方法～」
●（深草学生企画）子どもサマーフェスティバル＠深草児童館 8 月 21 日（木）14:00～15:00
●（瀬田学生企画）ナカマチ夜市 in 丸屋町商店街 7 月 26 日（土）15:00～21:30
●（瀬田学生企画）ワークで学ぶ貧困問題（貿易ゲーム）7 月 18 日（金）17:20～19:50
会場：瀬田キャンパス学生交流会館地下 1 階カンファレンスルーム
●予告！『ボランティアコーディネーション力検定 3 級』 龍谷大学で初めて実施！ 実施日：11 月 8 日（土）
詳細は次号でお知らせします。

活動報告

さまざまな活動の中から一部を紹介します。ボランティア・NPO 活動センターへお気軽にお立ち寄りください。

ふかくさプチ 100 円商店街＠深草
5/31(土)ぬり絵と輪投げのブースを出展
しました！初めてボランティアした学生
も、気軽に参
加できて楽し
かったと好
評でした。

アタックボラセン 26 ＠深草
6/11(水),12(木) 参加団体：23 来場
者：122 名。ぜひまた開催してほしいと
いう声が。

ボラセン認知度アップのため、学内で声
をかけています。毎月全員で実施。

新歓ガイダンス＠瀬田

スタディツアー合同説明会

4/22(火)、23(水)の 2 日間で学生・教員
89 人の方に来場していただきました！
次は夏に開催予定です！

新入生のための新歓ガイダンスを、
4/16、4/21、5/9 の 3 回行い、学生スタ
ッフの活動を紹介しました。

6/14(土)、キャンパスプラザ京都にて開
催。71 名の来場者は、NGO のスタッフや
スタディツアー参加経験者から直接お
話を聞いていました。

春季体験学習プログラム報告会

オリエンテーション合宿

4/24(木)フィリピン、カンボジア、鳥取
県智頭町の３つの国内体験学習に参加し
た学生が、学んだことを報告しました。
学生・教職員、合わせて 64 名が参加しま
した。

5/17(土)、18（日）
、両キャンパスの学
生スタッフ 93 名が参加。
センター理解、
ボランティアコーディネート、
コミュニ
ケーションの大切さを学び、
キャンパス
間の交流を行いました。

Let’s ボランティア＠瀬田

ボランティア入門講座
第 1 回「ボラ
ンティアっ
てなんだろ
う」講師：南
多恵子氏
（5/22.23）

第 2 回ボランテ
ィア体験
深草トレイル
竹柵作り(6/14)
他５ヶ所で実施
(6/1～7/5)

サークル情報交換会

学生スタッフの日常（ボランティアコーディネート、企画会議等）
ボランティア相談に来た学
生に随時対応しています

瀬田キャンパス第 1 回の様子です。
年間 5 回実施します。次回 7/9（水）深草
12:30～13:00 瀬田 12:50～13:20

ゼミの学生がセンターへ。
ボラセンの活動をアピール

団体を訪問して情報収集
し作成した発掘ノート
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