Volunteer NPO Center News Letter
ボランティア・ＮＰＯ活動センター通信

No.31

発行日：2017年10月

センター通信は、龍谷大学教職員の皆さんに、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。

第 95 回龍谷祭での活動展示
ボランティア・ＮＰＯ活動センターの学生スタッフの活動を、工夫をこらして発表、展示しています。
ぜひ、ごらんください。

【瀬田キャンパス】

零から始めるボランティア～下から見るか？横から見るか？～
■日

時 10 月 28 日（土）10:00～17:00
10 月 29 日（日）10:00～17:00

■場
■内

所 2 号館多機能教室 1，2
容 センター紹介、ボランティア紹介
復興支援、国内体験学習プログラム紹介
体験コーナーなど
■模擬店 2 号館付近で揚げたいやき販売

【深草キャンパス】

UNIVERSITY

STUDENT

VOLUNTEEEEEEER
■日

時 11 月 3 日（金）10:00～17:30
11 月 4 日（土）10:00～17:30
11 月 5 日（日）10:00～14:30
■場 所 22 号館 107 教室
■内 容 センター紹介、ボランティア紹介
体験コーナー、災害コーナー
お勧めボランティアなど
■模擬店 中央広場でオムそば販売

VOLUNTEER
～さあ、学ぼう、生まれかわろう～

2017 春季海外・国内体験学習プログラム
大学生として過ごす時期は人生において最も重要でかけがえのないものですが、多くの学生は日々の生活
に忙殺され、このまたとない機会に気づけず過ごしてしまいます。世界を知り、日本と世界の文化を比較し、
理解することは、きっと人生を豊かにすることでしょう。ボランティア・ＮＰＯ活動センターでは、その第
一歩として、スタディツアーを紹介しています。スタディツアーは、観光地やリゾート地を訪れる通常の旅
行とは異なり、その地域が抱える問題を、交流などを通して体感することができます。さらにプログラムの
前に行う事前学習会、プログラム後の事後学習会、全コースが終了した後に実施する報告会までを一連のプ
ログラムとして、学びを深める工夫をしています。プログラムを通して学びとともに楽しい学生生活を支援
しています。春季は以下の 4 つのプログラムを実施します。

－フィリピン共和国－

2/19（月）～3/2（金）

11 泊 12 日

■企画・引率：認定 NPO 法人 アクセス
共生社会をめざす地球市民の会
■テーマ：「貧困と幸せ、被災地、戦争と平和」
■内容：フィリピンの貧困地域訪問
準民
住民・子どもたちとの交流、ヒアリング
戦跡訪問
戦争被害者との交流等

－タイ王国－

3/6（火）～ 3/13（火）

7泊8日

■企画・引率：ツナミクラフト
■テーマ：復興タイ験スタディツアー
インド洋大津波被災地で東日本大震災 7 年目を迎える
■内容：インド洋大津波の学習
マングローブ探検
石けんづくり、屋根づくり等コミュニティでの体験
東日本大震災 7 年目の式典等

－福島－

2/24（土）～2/28（水）

4泊5日

■企画・引率者：社会学部 筒井のり子教授
■テーマ：「福島の『今』を見、福島を生きる人々の
『言葉』を聴き、そして『自分』を見つめる」
■内容：被災地体験ツアー
南相馬社協職員・NPO の方等のお話を伺う
避難指示解除の地域訪問
除染モデル事業を行っている梨農園訪問等

－滋賀・高島－

2/23（金）～2/26（月）

3泊4日

■企画・引率者：國實紗登美（ボランティアコーディネーター）
■テーマ： 「人と人、人と自然
～エコツーリズムを通して『つながり』を学ぶ～」
■内容：水や森林を活かしたエコツーリズム
超高齢化社会の地域福祉
地産地消・郷土食の体験活動
移住者の生活の学び等

【東日本大震災復興支援ボランティア活動報告会を実施】
10 月 5、6 日（深草キャンパス）10 月 12、13 日（瀬田キャンパス）
、夏期休暇中に実施した東日本大震災
復興支援ボランティアの報告会を実施しました。ボランティア活動の報告と、来場者とのグループディスカッ
ションを行いました。
活動概要
■訪 問 地：宮城県石巻市（雄勝町など）
■期
間：①2017 年 8 月 12 日（土）～8 月 16 日（水）
②2017 年 9 月 7 日（木）～9 月 10 日（日）
■参 加 者：各回学生 30 名、引率職員 2 名
■活動内容：①雄勝灯籠流しボランティア
②雄勝小・中学併設校の運動会ボランティア
①②雄勝ローズファクトリーガーデンの整備、防災教育等

復興支援ボランティア活動の様子

旧大川小学校での防災教育

雄勝小・中学併設校の運動会

雄勝の特産品硯石のスレートを磨く作業

雄勝ローズファクトリーガーデンでの整備活動

灯籠の製作、運搬を行い、海に流す作業

13 時間のバスでの長旅中にストレッチ

【2017 年度夏季海外体験学習プログラム報告会を実施】
10 月 19 日（木）深草キャンパスにて、夏期休暇中に実施した海外体験学習プログラムの
報告会を実施しました。
① インド共和国

②スリランカ民主社会主義共和国

「教育 NGO の活動事例を通じて

「歴史と暮らしに触れる旅～手づくり紅茶とホームステイ 9 日間～」

インドの経済成長と社会発展に

【日程】8 月 31 日（木）

ついて学ぶ 9 日間」
【日程】
9 月 4 日（月）～12 日（火）
９日間
【参加者】５名
【企画引率】
島根良枝准教授（経済学部）

～9 月 8 日（金）
９日間
【参加者】4 名
【企画団体】
NPO 法人 JIPPO

ボラセン活動報告
ボランティアリーダー養成講座
金

8/9（水）

香百合氏（HEAL ホリスティック教育実践研究所）

を講師に迎え、人間力・社会力・対話力を深めるための
ワークショップを行いました。自分も仲間も元気になれ
るコミュニケーションスキルを学ぶことができました。

夏合宿

＠瀬田 9/ 12（火）・13（水）

ともいき荘で瀬田学生スタッフの夏合宿「恐れず！迷
わず！やってみよう！！ボラセン超改革」を学生スタッ
フ 56 名で行いました。2 日間の取り組みで、学生スタ
ッフの関係性を深め、それぞれの目標を設定しました。

大津祭ボランティア＠瀬田

10/7（土）・8（日）

8/8

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 150 名の学生スタッフが
活動しています。

学生スタッフセミナー

9/4（月）・5（火）

大阪 KOKOPLAZA で行われたユースビジョン主催の学
生スタッフセミナーに、両キャンパスから合わせて 8 名
の学生スタッフが参加し、他大学の学生スタッフととも
に学生スタッフの役割や広報について学びました。

夏合宿

＠深草

9/12（火） ・13（水）

大阪市立長居ユースホステルで深草学生スタッフの夏
合宿「レンズ越しのチャンス」を学生スタッフ 49 名で行
いました。学生スタッフが悩みに悩んで作ったワークに 1
泊 2 日で取り組み、これからの目標設定を行いました。

こどもサマーフェスティバル 2017＠深草

8/23（水）

国指定重要無形民俗文化財である大津祭は 13 基の曳

深草児童館で毎年行っている、子どもたちと大学生の

山が、からくりを演じながら秋の大津の町を巡行する伝

交流イベント。6 月頃から準備を進め、竹水鉄砲、モグ

統あるお祭りです。龍大生 44 名は宵宮でのイベント受

ラタタキなどを行いました。来年も絶対にやってね！と

付、本祭での孔明祈水山、猩々山、西王母山の曳山の曳

楽しみにされています。

き手、巡行サポーターなど、２日間大活躍でした。
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