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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！そんな思いを込めて、作成しています。

平成 28 年熊本地震
復興支援ボランティアに

行ってきました

7/8（金）
～

7/11（月）
3泊4日
（車中 2 泊）

【活動場所】 熊本県阿蘇市・南阿蘇村
【参 加 者】学生 30 名 引率教職員 3 名
【受 入 先】阿蘇市災害ボランティアセンター
想像力を駆使して、他者の喜びや悲しみに共感す

る」

サテライト

阿蘇 YMCA

全国各地から来ているボランティアとともに、法面崩壊防止のための土嚢を積む作業を行いました。

阿蘇 YMCA 内でのレクリエーション「子
どもフェスタ」で阿蘇の子どもたちと交流

南阿蘇村で倒壊家屋の説明を聞く

平成 28 年熊本地震
復興支援ボランティア
活動のひとこま

震災後の水害で水没した田んぼの田
植えと草引き
学内で集めた熊本へのメッセージ「繋～小さな想い
を大きな力へ～」を、阿蘇 YMCA に届けました

イチゴ農家のビニールハウスでの作業。震
災で遅れている農業支援の大切さを実感

【活動報告会を行いました】
～被災地熊本で、何を見て、何を感じたのか～
7 月 21 日（木）18:00 より、深草キャンパスにて活動
報告会を実施。30 名の学生と引率教職員 3 名が、熊本県
阿蘇市・南阿蘇村で行ってきたボランティア活動について
報告し、その後、来場者と共にグループディスカッション
を行いました。

2016 年度夏季海外体験学習プログラム実施します
ボルネオ・エコツアー
「現地の村人・NGO と共に豊かな森の再生をめざして」
【日 程】8 月 26 日（金）～9 月 2 日（金）8 日間
【参加者】4 名
【企 画】ウータン・森と生活を考える会

【活動報告会ご案内】
10 月 6 日（木）18:00～19:30
瀬田キャンパス 2 号館多機能教室
＊ぜひ聞きに来てください（事前申込み不要）

東日本大震災復興支援ボランティア
行ってきます

8/12（金）～
８/16（火）

【行 き 先】宮城県石巻市雄勝
【日
程】8 月 12 日（金）～8 月 16 日（火）
4 泊 5 日（車中 1 泊）
【活動内容】石巻市雄勝灯籠流しの準備・運営支援
雄勝ローズファクトリーガーデンの整備
【参 加 者】学生 30 名 引率教職員 2 名

【活動報告会のご案内】
９月 27 日（火）17:50～19:20
瀬田キャンパス 6 号館

プレゼンテーション室

＊ぜひ聞きに来てください（事前申込み不要）

ボラセン活動報告

雄勝湾での灯籠流しの準備風景（2015 年 8 月）

ボランティア・NPO 活動センターでは、学生スタッ
フが教職員とともにボランティアコーディネートや
ボランティアの啓発・促進のための企画・運営などの
活動をしています。現在、深草・瀬田キャンパス合わ
せて、約 120 名の学生スタッフが活動しています！

ボランティア入門講座（全 3 回）

オリエンテーション合宿（深草・瀬田合同）

【第 1 回】5 月 16 日（月）
、17 日（火）
、大阪ボラ
ンティア協会の梅田純平氏を講師に迎え、
「ボランテ
ィアって何だろう？」についてお話いただきました。
【第 2 回】5 月 22 日（日）～6 月 5 日（日）の土日
6 ヶ所に分かれて、実際にボランティアを体験しまし
た。環境、福祉、まちづくりなど、多彩な体験がで
きました。
【第 3 回】6 月 6 日（月）
、7 日（火）
、体験した６
ヶ所のボランティアを発表し、全体で共有した後、
グループワークを行いました。

6 月 11 日（土）～12 日（日）
、ともいき荘にて
実施しました。今年のテーマは「新しいＶＣ始ま
るっ。あなたの殻をパッカーン」。
＜1 日目・コミュニケーションワーク 会話に花
を咲かせましょう＞＜2 日目・クリエイティブワー
ク 学スタ国物語、コーディネートワーク、振り返
りワーク「出発！君の鬼ヶ島へ！」＞
総勢 107 名の学生スタッフが参加し、とても密
度の濃い、充実した合宿になりました。この合宿
を通して、一歩成長できたように感じています。

2105 年度春季体験学習プログラム報告会
4 月 20 日（水）
、海外体験学習プログラム（インド
共和国）、国内体験学習プログラム（福島県、京都府
丹後地方）の報告会を行いました。学生、教職員、合
わせて 61 名の参加がありました。

平成 28 年熊本地震 学内での募金活動
4 月 20 日（水）～28 日（木）の７日間、3 キ
ャンパスで、のべ 275 人の有志の学生が参加を
して募金を呼びかけ、471,000 円を熊本県庁・
大分県庁へお届けしました。

サークル情報交換会拡大版

＠瀬田

6 月 29 日（水）
、サークルとセンターへの登録団体
をご案内して、7 つのサークルと 7 つのボランティア
募集団体が集合！お互いの活動内容を紹介しあい、さ
らに学生と団体が直接お話をする機会も設け、大いに
盛り上がりました！これを機に、団体とサークルの関
わり、サークル同士の関わりや、学生がボランティア
と関わる機会が増えると嬉しいです！

Let’s ボランティア

＠瀬田

多くの龍大生にボランティアに興味を持ってもら
いたい！ボランティアに参加してほしい！と考えて、
食堂前、樹心館前で各種ボランティアの紹介をしてい
ます。年間 3 回（5 月、7 月、10 月）実施していま
す。皆さん、ブースへお立ち寄りください。

Volunteer Collection 2016 (ボラコレ) ＠深草
（ボランティア募集団体合同説明会）
夏休み前に龍大生が直接ボランティア情報に触れ
る機会を設け、積極的に活動する機会を作りたいと企
画しました。7 月 5 日（火）、7 月 7 日（木）の 2 日
間に、22 団体に来ていただき、多くの学生が団体か
ら直接お話を聞き、ボランティアの第一歩を歩き出し
ました。

ＮＧＯスタディツアー合同説明会
6 月 18 日（土）
、龍谷大学大阪梅田キャンパスにて、
夏休みのスタディツアーを考えている人向けに、
NGO15 団体が集合して、
合同説明会を開催しました。
さまざまなＮＧＯから直接話が聞けました。ぜひ夏に
参加したいという声が多数ありました。
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