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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。

学生スタッフの活動
現在、深草・瀬田あわせて約２００名の学生スタッフが、教職員と共にボランティアコーディネーションやボラン
ティアの啓発促進のために活動しています。今回のセンター通信では、学生スタッフがどのような活動をしている
のかを中心に紹介します。

第 96 回龍谷祭
【瀬田】

つながり ～今、私たちにあるもの～

【深草】

ボランティアの果てまでイッテ Q！

瀬田キャンパス 2 号館多機能教室にて開催
271 名に来場いただきました。
① ボランティア・NPO 活動センター紹介
② 学生スタッフ企画紹介
大津祭、子ども食堂、スペシャルオリンピック
ス、収集ボランティアなど
③ 復興支援・災害についての展示
④ 体験型展示

深草キャンパス 22 号館 107 教室にて開催
535 名に来場いただきました。
① 震災、災害の展示
② 動物愛護の展示
③ コーディネーションブース
④ ごみ、環境問題についての展示
⑤ 子どもコーナー
⑥ 学生コーナー

■日 時：10 月 27 日(土）・28 日(日）
10:00～17:00
■模擬店：ロシアンたこ焼きの販売

■日 時：11 月 2 日(金）10:00～17:30
11 月 3 日(土）10:00～17:30
11 月 4 日(日）10:00～15:30
■模擬店：ベビーカステラの販売
★学生の声
来場者から「身近な問題に着目されていて、とて
も勉強になった。」「わかりやすい工夫が随所にし
てあり、興味をもってみることができた。」といって
いただき、嬉しかったです。

★学生の声
「つながり」をテーマに来場者にボランティアの魅力
を知ってもらえるような展示を作製しました。学生ス
タッフ全員で協力して取組み、団結力が高まりまし
た。

【深草】サマーフェスティバル 2018

【瀬田】大津祭ボランティア

8/22（水）

10/6（土）・7（日）

深草児童館で毎年行っている、子ども達と大学生の交流イ

龍谷大学学生 33 名が、曳き手、巡行サポーターとして活動

ベント。深草キャンパス近くの竹林で活動されている NPO

しました。国指定重要無形民族文化財に指定されている大

法人竹と緑に提供いただいた竹を使って、学生が竹水鉄砲

津祭に参加することで、大津の歴史、文化にふれることがで
きた貴重な機会となりました。

を手づくりしました。遊んだ後は、児童館に寄付し、その後も
遊びに使ってもらいました。

【深草】第 28 回深草ふれあいプラザへの協力
10/21（日）

【深草】南区民ふれあいまつり
「ちびっこひろば」 へのブース出展 11/11（日）

深草地域の団体（約 20 団体)が集まり、団体同士の交流と地

南区の地域団体や住民相互のふれあいを目的として開催

域住民の交流を促進するためのイベントである「深草ふれあ

される「南区民ふれあいまつり」にて子ども達が遊ぶための

いプラザ」に協力し、学区対抗競技の司会や模擬店の手伝い

ブースを出展し、輪投げ、紙皿でできる簡単なおもちゃ作り

をしました。龍谷大学からは 7 名の留学生を含む約 50 名の学
生がボランティア参加しました。

を行いました。お天気にも恵まれ、たくさんの子ども達がブ
ースに来場してくれました。

【瀬田】スペシャルオリンピックスを知ろう
11/3（土）

【瀬田】子ども食堂を知ろう！
～大学生だからできること～講演会

12/12（水）

スペシャルオリンピックス日本・滋賀、におの浜ふれあいス

こどもソーシャルワークセンター代表の幸重忠孝さんをお迎

ポーツセンターと共催で知的障がいアスリートと一緒に運動

えして、子ども食堂の現状や取組についての講演会を実施

会を実施しました。29 名の龍谷大学学生と 90 名のアスリー

しました。講演会後のワークショップでは、今学生ができる

ト、家族、関係者が参加し、借り物競走やしっぽとりなどの
競技を楽しみました。

ことについて熱心に話し合い、さまざまな意見が交わされま
した。

【瀬田】Let’s ボランティア 秋冬編

【深草】アタックボラセン

12/3（月）～12/26（水）

1/15（火）～1/18（金）

センターに入りづらいと感じている学生に少しでもボランテ

7 月にボランティア・NPO 活動センターの認知度調査のた

ィアを身近に感じてもらおうと、瀬田キャンパス食堂、学友

めのアンケートを実施しました。その結果をふまえて、1

会館、智光館などで、ポスターや看板を使って広報活動を

月に深草キャンパス食堂内で、ボランティアの紹介をし、

行いました。参加しやすいボランティアの紹介や、募集中

学生スタッフおすすめの活動や、ボランティアの魅力を学

の活動を紹介しました。

生達に伝えました。

【深草】私たちからあなたに伝えたい 3.11
展示 1/17～29 ワークショップ 1/15・18
展示 11/29（水）

【瀬田】防災・減災そなえパークの日への

2011 年から実施している石巻市雄勝における東日本大

大阪北部地震、平成 30 年 7 月豪雨など、自然災害が多

震災復興支援ボランティア活動に参加した学生達の思い

発しています。いざという時に備えて、防災の知識を学

を展示とワークショップを通して伝えました。

び、地域の方達と協力できるように、瀬田キャンパス隣の

ブース出展

3/10（日）

びわこ文化公園で実施される「防災・減災そなえパークの
日」にブース出展します。一般学生にボランティアを募集
して、一緒に活動します。

ボランティアコーディネーションを学ぶ学生スタッフたち
深草、瀬田、両キャンパスの学生スタッフは、毎週金曜日の放課後にミーティングを行っています。学生スタッフが行う企画の情
報共有を行うと共に、普段センターで行っているボランティアコーディネートについて、工夫や練習を重ねています。センターに来
室した学生がどんなことに興味があるのか、どんなボランティアをやりたいと思っているのかを聞き出し、オススメのボランティア
を紹介します。どんな順番で情報を紹介したら伝わりやすいか、コミュニケーションのスキルについてなど、いろいろと試行錯誤
しながらよりよいコーディネートができるよう努力をしています。

その他の活動報告
ボランティアコーディネーション力３級検定直前研修と検定を開催 9/22（土）
ボランティアコーディ―ネーション力 3 級検定直前研修を筒井のり子先生
（本学社会学部教授、日本ボランティアコーディネーター協会理事）と、早
瀬昇氏（日本ボランティアコーディネーター協会副代表理事）を講師に迎
えて実施、龍谷大学学生 20 名を含む 31 名の方が受検しました。参加し
た学生スタッフは「ボランティアやコーディネーションについて体系的に学
ぶことが出来ました。今後、日頃の活動に活かしていきたい」と話してい
ました。

NGO スタディツアー合同説明会 11/17（土）
大阪梅田キャンパスにて、第 19 回 NGO スタディツアー合同説明会を、関
西 NGO 協議会、(株)マイチケット、龍谷大学ボランティア・NPO 活動センタ
ーの三者共催で実施しました。学生から社会人まで多様な層の方々が参
加し、熱心に質問していました。参加者からは、「海外でボランティアをし
てみたかったけれど、どうすれば良いのかわからなかったが、いろいろ詳
しく知ることが出来て、良かった」との感想が寄せられていました。

大学生版災害ボランティアセンター講座 11/27（火）
「大学生版 災害ボランティアセンター講座」が開催され、龍谷大学学生
15 名が参加しました。今年で 3 年目になるこの講座は、災害ボランティア
センターでの運営スタッフや活動リーダーとして即戦力となる学生の育成
を目的として、京都市社会福祉協議会が主催し、ボランティア・NPO 活動
センターが学内開催にかかる協力に携わっています。今回は、同協議会
副部長の藤井一さんと社会福祉士の石川貴子さんが講座を進められま
した。

（お知らせ）ボランティアリーダー養成講座 2/4（月）
グループでのメンバー間のコミュニケーションスキルの向上を目指してリ
ーダー養成講座を実施します。どなたでも参加できます。皆様のご参加を
お待ちしています。
日時：2019 年 2 月 4 日（月）13:30～16:30
講師：NPO 法人 場とつながりラボ home’s vi 山本彩代氏
場所：龍谷大学深草キャンパス 和顔館 B-106 教室
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