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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。

活動に参加した学生たちの生の声を
ぜひ聞きに来てください！
どちらの報告会も事前申し込み不要！ お仕事が終わり次第、途中参加できます。

第1回
第2回

東日本復興支援ボランティア活動報告会開催！
10 月 9 日（木）17:30～19:00

2014 夏季

深草キャンパス 21 号館

101 教室

海外・国内体験学習プログラム報告会開催！

10 月 17 日（金）17:30～19:30 深草キャンパス 21 号館 101 教室

後期の授業でボランティア・NPO 活動センターの紹介にうかがいます！（事前申込制）
学生にとってボランティア体験は、さまざまな出会いがあり、大学内では経験できないことばかり。まさに体験
学習です。センターは、そのきっかけを探せる場であり、多くのボランティア情報が得られます。多くの学生にセ
ンターの存在を知ってもらい、一歩を踏み出してほしいと願っています。時間は先生方のご都合に合わせます。詳
細は遠慮なくお問い合わせください。前期は深草７回、瀬田 10 回、授業に伺ったり、センターに来ていただいて、
センターの活動を紹介させていただきました。

今年も実施中！東日本大震災復興支援ボランティア―石巻市雄勝―
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ています！すでに第 1
回、第 2 回を実施し、合計 60 名の学生が参加しました。10 月は第 3 回の説明会を行い、応
募受付が始まります。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！地元の皆さんとの交流とボランティア活動を通して『被災地の今』を体感しましょう！
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？
教職員の皆さん、ボランティア休暇の取得もご検討ください。

■第３回参加者募集！■

まずは説明会にご参加ください。

■募集説明会日程：10 月 6 日（月）12:30～13:00 深草キャンパス 21-101
10 月 7 日（火）12:50～13:20 瀬田キャンパス 2-101
10 月 8 日（水）17:15～17:45 深草キャンパス 21-201
10 月 9 日（木）12:30～13:00 大宮キャンパス 北 202
10 月 10 日（金）17:15～17:45 瀬田キャンパス 2-101
■実 施 日：11 月 14 日（金）～17 日(月)
■実施場所：宮城県石巻市（雄勝地区予定） 宿泊場所：宮城県石巻市内
■参 加 費：20,000 円
■参加条件：本学学生及び教職員 ・授業に支障のない学生
「第 3 回復興支援ボランティア募集説明会(上記）」及び「第 3 回復興支援ボランティア参加決定者説明
会」10 月 28 日(火）18：00～19：00（深草キャンパス 21 号館 101 教室）に参加できる方。
■募集定員：19 名 （応募者多数の場合は選考）
■申 込 み：説明会の参加申し込みは不要、当日会場へお越しください。
■備
考：過去に参加された方も申し込めます。

●第 1 回報告●

8/12(火)～8/16(土) ～地域の皆さんとボランティアが協力して約 2000 の灯籠流しを実施～

宮城県石巻市雄勝にて、
『雄勝灯籠流し』のお手伝いを行いました。炎天下
での体力的に厳しい作業でしたが、黙々とみんなで協力しながら一生懸命作
業に打ち込み、一緒に船上から海に灯籠を流して、暗闇の中を漂う穏やかな
灯りを見つめました。今年は、地元企業の協賛によって供養花火も打ち上げ
られました。まだまだ時間は必要ですが、着実に復興の一歩を歩んでいると
実感できました。
作業以外にも地元の方から、高台移転の話や防潮堤の話など地元が抱える
問題や、震災の経験を活かして考案された災害時の情報伝達システムなどに
ついて伺う時間も設けました。学生は、様々な困難な状況の中でも笑顔で前
向きに頑張っている姿に刺激を受け、『自分に何ができるのか』『自分の住ん
でいる地域が被災したら？』等、それぞれに真剣に考えていました。地元の
皆さんから、若者がこうして毎年来てくれるだけで、雄勝が元気づけられる。」
と言っていただきました。同じ場所に通い続けることの意味を実感します。

●第２回報告●

9/26(金)～9/29(月)

伝統行事をお手伝い。灯籠の組み立て作業

～被災・防災を学び、地域の皆さんと触れ合うプログラム ～

語り部さんと一緒に石巻中心部を見学し、被災状況の視察、被災
地の緑化支援を行っている『雄勝ローズガーデンファクトリー』で
庭造りの作業、『おがつスポレク祭り』（運動会）での運営のお手伝
い、防災教育等、盛りだくさんで中身の濃い活動となりました。
スポレクまつりでは、地域の人達と一緒に競技にも参加し、地域
の人達と触れ合いながら、ものすごく盛り上りました。また、元小
学校教諭の徳水先生から防災教育として、大震災の日、雄勝小学校
の子ども達が避難した経路を説明を受けながら走ったり、地形によ
って変わる津波の特性ついて科学的見地から教えていただきまし
た。また、雄勝小学校で実施した心のケアについての教育実践につ
いてのお話を伺いました。
★詳しくは、10/9 の報告会でお話しますので、ぜひご参加ください。 綱引きで必死の応援。地域の人達とスポーツの秋を堪能
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海外・国内体験学習 3 プログラム報告

2 つのプログラムで先生方に企画・引率をお願いしました。
★台湾と揖斐川流域のプログラムで、先生方に企画・引率をお願いしました

●

海外体験学習プログラム

―台湾―

8/24（日）～8/31（日）

学内企画
◆企画・引率
法学部 西倉一喜教授
◆テーマ「台湾の学生・市民活動団体と交流する旅」
第１、２原発、市民活動により建設が停止している第４原発予定地視察や、
日本と台湾の関係を学ぶため、人権パークや 228 博物館、台湾総督府や霧
社の視察、九份などの訪問などを行い、台湾の人々と交流しました。
「原発問題と学生運動について学びたいと思って参加したが、大変収穫の
あるものとなった」と参加学生の声がありました。

●

海外体験学習プログラム

－スリランカー

8/24（日）～8/31（日）

学外企画
（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・引率 特定非営利活動法人 JIPPO
◆テーマ「スリランカ 仏跡と茶園の旅」
グリーンフィールド農園でフェアトレードについて学んだり、ハプタレ－幼
稚園で子ども達と交流を行いました。
「支援は本当にその国のためになってい
るのだろうかと考えさせられた。その国、地域が自立していけるような支援
の仕方を考えなければいけないと強く感じた」という感想が聞かれました。

●

国内体験学習プログラム

－揖斐川流域ー

9/11(木)～9/14（日）

◆企画教員：社会学部 笠井賢紀講師
◆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～」
山と川の豊かな恵みを受けてきた岐阜県揖斐川(いびがわ)流域を訪れ、上、
中、下流域によって異なる水の活かし方、森林や水田の多様な価値を体験
しながら、地域づくりを学びました。I ターン、U ターンしてきた若者と
の交流会、ダムに沈んだ村の生活、限界集落での地域再生、廃校活用の
取り組みなど多くの方から学びを得たプログラムでした。
この学びを糧として、これからの人生に活かしていって下さい。

★春季（2015 年 2 月）国内体験学習プログラムの企画、引率をしてくださる先生を募集しています。
詳しくはセンターへご連絡ください。ご説明に伺わせていただきます。

◆NGO スタディツアー説明会実施！

11 月 15 日（土）

13：00～17：00（※開催時間中はいつでも入場可）
場所：龍谷大学大阪梅田キャンパス
(http://www.ryukoku.ac.jp/osaka_office/access/)
対象：学生、教職員、一般、どなたでもご参加いただけます
参加費：無料
内容：スタディツアーどんな団体が？どこへ？何を学べる・
直接聞いてみよう～多彩な NGO のスタディツアー
共催：龍谷大学ボランティア・NPO 活動センター、
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
参加 NGO について詳しくはコチラ→http://www.myticket.jp/Study-Tour-seminar.html

活動報告

さまざまな活動の中から一部を紹介します。興味を持たれたら、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。詳しくご説明します。

◆ボランティア入門講座第 3 回◆
6/1 から 7/5 までの間、5 ヶ所(6 日間）にボランティア体
験を受け入れていただきました。グループワークでは、良
かったことや気づいたことを出し合い、
「誰かに、あなたにとってボランティアって何と聞かれ
て、どう答えるか」を話し合いました。発見、出会い、繋
がる場、新たな自分を見つけられる場、仲間を作りにいく
場、とそれぞれの気づきが貴重です。「初めてのボランテ
ィアで、一歩踏み出せた気がします」という感想が。

アタックボラセン 26 ＠深草
ボラセン認知度アップのため、学内
で声をかける活動です。
「ボラセンを
知っていますか？」
「どんなボランテ
ィアに興味がありますか？」と毎月
全員で実施しています。

ワークで学ぶ貧困問題＠瀬田
7/18 貧困問題を考えるという一見難
しいテーマで行われましたが、
『貿易
ゲーム』は白熱し、参加者の皆さん
は本気でゲームを楽しみ、ゲームが
終わった後は本気で世界のことを考
えることができました。

◆ボランティアリーダー養成講座◆
8/7 HEAL ホリスティック教育実践研究所の金香百合さん
をお迎えしました。78 人の学生が参加して、コミュニケー
ション力 UP～仲間の力を引き出す方法～を学びました。
話し手と聞き手が交代し、やりとりを繰り返すことで、信
頼関係が作られ、どんどん話が深まっていきました。

Let’s ボランティア＠瀬田
7 月ボランティア情報の紹介と七夕
にちなんで短冊に願い事を書き、笹
にくくりつけてもらいました！たく
さんの方に来場して頂きました！
10 月初旬も実施します。

育ガクプロジェクト＠瀬田
9/2,3,4 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問
題があります。ボランティア・ＮＰ
Ｏ活動センターの学生スタッフが、
この問題を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。

子どもサマーフェスティバル＠深草
8/21 深草児童館で夏休みの思い出作りに協力！50 数人の
子どもたちと手作りの竹水鉄砲やシャボン玉などで思い切
り遊びました。事前に NPO 法人竹と緑で竹水鉄砲作りを教
えていただき製作しました。

ナカマチ夜市 in 丸屋町＠瀬田
7/26 多くの出店が立ち並び、毎年賑
わう縁日です。ボラセンはたません
とマグネット魚釣りのお店を出し、
子どもたちに喜んでもらえました。

大津 100 円商店街＠

瀬田

9/6 大津 100 円商店街恒例のスタンプ
ラリーのお手伝い、丸屋町商店街で
休憩所の運営を行いました。たくさ
んの方が来場してくださり、地域の
方々と交流することが出来ました。

地域の地蔵盆、夏祭り等に協力＠深草
8/23,24 深草川久保町自治会、深草西浦 2 丁目自治会の
地蔵盆のお手伝いを行いました。地域の方々との交流は
貴重な体験でした。学生の参加を大変喜んでいただきま
した。他にも夏祭りボランティアなど多数協力。

夏合宿＠深草
9/9(月)～10(火)、近江八幡の琵琶湖畔で合宿を行いまし
た。前期を振り返ったあと、46 名それぞれの後期の目標
を書き出しました。一回生は一回生の、先輩は先輩の、
それぞれの目標が次々と挙がりました。後期の活動に期
待！

夏合宿＠瀬田
9/16(月)～17(火)、和邇浜青年会館にて夏合宿を行いま
した！総勢 50 名の学生スタッフがワークショップを通
して『チームワークの
大切さ』について
改めて学びました！

【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。
●『深草ふれあいプラザ』で運営支援ボランティア
10 月 19 日(日)9:00～16:00 藤森神社
約 30 名の学生が、ゆるキャラステージの司会進行と、各団体の模擬店のお手伝いをしながら、地域の方々とふ
れあいます。ボランティア募集中。初めてでも楽しめるボランティアです。
●野宿者支援活動プロジェクト 10 月 20 日（月）16:00～18:00
先着 3 名 対象：龍大生・教職員
伏見区内の河川敷で生活されている方々を、
NPO 法人 JIPPO と一緒に月に 1 回訪問する活動です。
参加者募集中です。10 月 16 日までにお申し込みください。
●龍谷祭で活動紹介展示 ＊ぜひご来場ください！
【瀬田キャンパス】10 月 25 日（土）～10 月 26 日（日）の 2 日間 展示：3 号館 105 模擬店：未定
日頃の活動紹介と、国際協力や国際的課題など、社会課題の啓発などを準備中です。
【深草キャンパス】10 月 31 日（金）～11 月 2 日（日）の 3 日間
22 号館 107 教室
日頃の活動紹介と、自分にも出来るボランティア活動、ボランティアのイメージチェンジ
などを企画中です。
●『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！

人々の価値観が多様化し、社会的な機能もより専門分化する現代。私たちの暮らしや仕事にとって、“コーディ
ネーション”の機能が不可欠になっています。 ボランティア・NPO 活動センターでは、学生や広く市民活動に
関わっている皆さんの活動を応援しようと、特定非営利活動法人 日本ボランティアコーディネーター協会が実
施している『ボランティアコーディネーション力３級検定』を本学でも実施することにいたしました。
『市民の自発的な社会参加と継続的な活動を支えるための力、
“ボランティアコーディネーション力”
』をぜひ、
この機会に学び、これからの活動に役立ててください。ボランティア経験がある方は誰でも受験できます。
・日時：2014 年 11 月 8 日（土）
直前研修 10：00～16：30、検定試験 17：00～18：00
・場所：龍谷大学 深草キャンパス ２１号館４０１教室
・定員：５０名
・申込締切：2014 年 10 月 3 日（金）17：00 まで（定員になり次第締切）
・参加費 ：龍谷大学生
６，１６０円
その他一般 １１，５００円
※テキスト代、研修受講料、検定料込の価格です。
・講師 ：早瀬 昇氏（特定非営利活動法人 日本 NPO センター代表理事、(社福) 大阪ボランティア協会常務理事）
筒井 のり子
龍谷大学 教授(ボランティア・NPO 活動センター・センター長)
★この検定試験を受けるためには、直前研修を受講することが必須となっています。

…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…

学生サークル ⇔ ボラセン ⇔ 施設・団体
…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…つなぐ…

ボラセンには、各種施設や登録団体から、ぜひボランティアに来てもらえない
かという相談が年間通して寄せられています。
たとえば、
●「敬老の日に落語をやってもらえないか」
（特別養護老人ホーム）
●「お誕生日会に音楽系のサークルに来てもらいたい」
（デイケアセンター）
●「障害児と一緒に踊ってほしい」
（社会福祉協議会）
●「夏祭りのステージを楽しく盛り上げてほしい」
（地元自治会）
など多くの依頼がきています。

つなぐ
役割の
ボラセン

ボラセンは、サークルに依頼の条件を伝えて調整する役目を担っています。
学生サークルにとっては日頃の活動の発表の場にもなり、「来てくれてありが
とう！」と感謝され、やってよかったという喜びに繋がっています。
ボラセンは、今後も多くのサークルに、特技を活かしてボランティア活動を体
験してほしいと願っています。
★サークル部長・副部長の先生方にお願い
ご担当されているサークルに、ボラセンのサークル登録を呼びかけていただけませんか？
日頃の活動をボランティアに活かすことをぜひご提案ください。

サークル情報交換会
実施中！
★次回 11/17(月)
深草 12:30～13:00

瀬田 12:50～ 13:20

場所はいずれもボラセンです
新規のサークルも大歓迎です。お気軽に！
瀬田ボラセンでのサークル情報交換会の様子(9/26)

Facebook、Twitter で情報を発信しています！
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。
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。

【発行責任者】 龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活動センター
センター長 筒井のり子
ホームページ：http://www.ryukoku.ac.jp/npo/
深草（内線１４９０） 瀬田（内線７２５２）
E-mail：ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp
Facebook：龍谷大学ボランティア・npo 活動センター
Twitter：@ryuvnc
（深草）
：学友会館 1 階
（瀬田）
：青志館横

(月～金 8:45～17:15) TEL：075-645-2047 FAX：075-645-2064
(月～金 9:00～17:30) TEL：077-544-7252 FAX：077-544-7261

