ボランティア・NPO 活動センター通信

vol.23
2015.10.16 発行

この『通信』は、龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活動センターの活動を紹介する情報紙です。教職員の皆さんに
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！そんな思いを込めて、作成
しています。

ボランティアで輝く命、笑顔！
龍谷祭では、両キャンパスにて、ボランティアの活動展示を行います。
ぜひ、たくさんの笑顔を見に来て下さい。
深草キャンパスでは
●日時：10/30(金)・10/31(土) 10:00～17:30
11/ 1(日)
10:00～14:30
●展示会場：22 号館 107 教室
●テーマ：～見てみよう ボランティアの世界を～
●内容
・センター紹介
・ボランティアの多様性
・社会問題や、自分の興
味関心からボランティ
アへのきっかけがうま
れることを伝えます。
※模擬店ではポテトを

瀬田キャンパスでは
●日時：10/24(土)～10/25(日) 10:30～15:30
●展示会場：3 号館 206 教室
●テーマ：響心～明日へつながる扉～
●内容
・センター紹介
・ボランティア紹介
・復興支援活動紹介
・体験ブース
・ボランティアに関して
新しい発見をしてもら
えるような展示をしま
す。
※模擬店ではタンドリー
チキンを販売します

販売します

第 13 回 NGO スタディツアー合同説明会「いい旅は、この説明会から始まる。」
11/14(土) 13:30～17:00
龍谷大学 大阪梅田キャンパス
参加費無料
申込み不要
入退場自由
抽選会は 16:00 以降
スタディツアー、ワークキャンプを企画
する１７団体のお話が直接聞けます
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

東日本大震災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活動として、ボランティアバスを 2 回運行し、
復興にむけて歩み続けている宮城県石巻市雄勝を応援しています。地元の方々との交流、
ボランティア活動を通して、被災地の今を体感しました。

●活動報告
●第１回

8/12(水)～16(日)

●第２回

10/9(金)～12(月)

宮城県石巻市雄勝 学生 30 名、教職員 2 名
8 月 14 日(金)に雄勝湾で開催された灯籠流しの準備（灯籠の作成）、当日の運営、後片付けの手伝いをしまし
た。一般社団法人雄勝花物語の防災教育のプログラムに参加し、共同代表の徳水博志氏から津波について学び、
雄勝小学校跡にて実際に子ども達が避難した経路を歩く避難訓練をしていただきました。また、同団体が運営し
ている雄勝ローズファクトリーガーデンでの手入れの手伝いを行いました。
宮城県石巻市雄勝 学生 30 名、教職員 3 名
10 月 11 日（日）の「おがつ店こ屋商店街４周年記念イベント・ホタテまつり」の運営支援と、一般社団法人雄
勝花物語の防災教育のプログラムに参加しました。雄勝花物語では、代表の徳水利枝氏から雄勝小学校跡にて実
際に子ども達が避難した経路を歩く避難訓練をしていただき、
「小さな命の意味を考える会」代表の佐藤敏郎氏か
ら大川小学校での津波被害と、震災時に勤務していた女川中学校で取組についてのお話を伺いました。

第 1 回活動報告会開催

9/28

引率した竹田コーディネーターが全体の活動報告をし
た後、参加した学生が感想や疑問を語りました。震災か
ら 4 年半が経ったとはいえ、被災地の現実を見ることは
学生にとって衝撃が大きかったようで、それぞれが自分
の思いを語ってくれました。実際に足を運んでこそわか
ることも多く、「行ってよかった、これからも雄勝の人びと
を思い続けたい」との感想がありました。
教職員や今までの参加者、卒業生の姿も多数あり、質
問も積極的に出ていました。過去に参加経験のある学
生は、「自分が参加した時からの変化が知れて良かっ
た」、卒業生からは、「卒業しても、この報告会に足を運
べることが嬉しいし、活動がずっと続いていってほしい」
との意見がありました。大学のボランティアバスとは別
に、仲間たちと雄勝を訪れる学生もおり、「自分達で行く
ときのポイント、注意点は？」という質問に丁寧に答えて
いました。 伊達浩憲ボランティア・NPO 活動センター長
から、大川小学校や雄勝で考えた「いのち」について今
後も考え続けてほしいとの結びの言葉がありました。

第 1 回活動の様子

第 2 回活動報告会開催
11 月 12 日（木）18 時～19 時 30 分
瀬田キャンパス 3 号館 102 教室
ぜひ、学生の声を聞きに来て下さい。
申込み不要。

東日本大震災復興支援フォーラム 2015
“復興”に寄り添う
～今までをふりかえり、明日を考える～
2015 年 12 月 12 日(土)

■ 日 時：

13：30～17：00

石井光太氏プロフィール

■ 場 所：深草キャンパス 和顔館 B201 教室
■ 定 員：300 名

1977 年生まれ。東京都世田

■ 内 容：14：00 基調講演 石井光太氏 （ノンフィクション作家）

部文藝学科卒業。

谷区出身。日本大学藝術学

『被災地の祈りの多様性』

著書には、『遺体―震災、

15：20 パネルディスカッション

津波の果てに』（新潮社）。

●パネラー 坂田 隆氏（石巻専修大学 学長）

『 津 波 の 墓 標 』（ 徳 間 書

高橋 頼雄氏（雄勝硯石生産販売協同組合 部長）

店）、『物乞う仏陀』（文藝

赤松 徹眞（龍谷大学 学長）

春秋）
、
『レンタルチャイル

白土 奈央（ボランティア・NPO 活動センター

ド―神に弄ばれる貧しき

学生スタッフ 深草代表）

参加費無料

●コーディネーター

子供たち』（新潮社）、『地
を這う祈り』（徳間書店）、

伊達 浩憲（ボランティア・NPO 活動センター長）
■主催：龍谷大学

申込み不要
無料

『ルポ

餓死現場で生き

る』
（筑摩書房）など多数。

夏季体験学習プログラム実施しました
● 海外体験学習プログラム
－台湾－

9/2～9/8

8名

◆企画・引率者：法学部
西倉 一喜 教授
◆テ ― マ ：
「台湾で市民社会を問い直す
行動する市民・学生と交流する旅」

● 海外体験学習プログラム
－タイ王国－ 8/27～9/4

4名

◆引率団体：ツナミクラフト
◆テ ― マ：
「
“新しい復興のカタチ”を訪ねる旅
インド洋大津波の被災地を訪ね、
ネパールや日本に活かす」

● 国内体験学習プログラム
－垂井町・揖斐川流域
9/3～9/6

－

15 名

◆テーマ：「フェアトレードタウンを目指す町 垂井
揖斐川流域から提案する穏豊（おんぽう）な社会」

夏季体験学習プログラム報告会
10/15(木)17:30～19:30
深草キャンパス和顔館 202
★たくさんの学生、教職員のご参加
ありがとうございます。

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下さい。

ボランティアリーダー養成講座

8/7

ボランティア募集団体合同説明会＠深草

7/3,10

『地域への興味関心を、企画につなげる』と題し、龍
谷大学ＯＢの三木俊和氏（まちとしごと総合研究所・
伏見いきいき市民活動センター長）に講義、ワークシ
ョップをしていただきました。学生スタッフを中心に、
リーダーを目指す学生 68 名が参加しました。

2 日間で合計 16 の地域団体、NPO・NGO 団体に参加いた
だき、ボランティアをしたい学生と直接交流できる機
会を作りました。150 名を超える学生が説明会に参加、
団体から「学生はとても熱心に話を聞いてくれてやり
がいがあった」と好評でした。

子どもサマーフェスティバル＠深草

夕照コンサートへの出展＠瀬田

深草児童館の 60 名の児童と
一緒に、竹水鉄砲、輪投げ、
魚釣りを楽しみました。夏の
終わりにスペシャルな思い出
を子ども達に作ってほしいと
昨年度から継続している活動
です。

8/21

8/29

東日本大震災復興支援の
活動展示、雄勝の物産品
販売等を行いました。
コンサートの合間に
多くの方に展示を見て
いただきました。

Let’s ボランティア＠瀬田
7/6,7,15,16

夏合宿＠深草
9/11,12
in 大阪国際ユースホステル

夏合宿＠瀬田
9/14,15
in 近江希望ヶ丘ユースホステル

瀬田キャンパスで行うボランティ
ア啓発の活動です。夏休みのボラ
ンティアを特集し、
「充実した夏休
みを送りませんか」と呼びかけま
した。

53 名が参加し、前期のふり返りと、
今後の活動に向けての改善点を探
りました。後期に向けてよいスター
トダッシュがきれました。

38 名が参加し、それぞれの価値観を
尊重しながら議論することを目指
しました。後期の活動では全員が参
画する組織を目指します。

10/17(土)

ボランティアコーディネーション力 3 級検定を実施！一日で直前研修、検定試験を受けます。
市民の社会参加を支えるチカラを身につけます。

Facebook、Twitter で、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教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 伊 達 浩 憲
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

