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編集後記

学生スタッフ募集！

千里山キャンパス M A P

「冒険」というイメージを意識し作成しました！ワクワクしながら読んでください！（ながちゃん）
デザインをみんなで考えるのが楽しかったです！自分なりに頑張って作成できました！

（くるみん）
皆で楽しみながらデザイン等を作りました！！ちなみに今年でボラリーは10周年です！！

（ゆーみん）
表紙の5人はそれぞれ体験ツアーにちなんだ勇者たちです！ボランティアの楽しさが伝わったら嬉
しいです！ （さりー）
ボランティアは笑顔で溢れています。「タダ働きなのになぜ笑顔？」と思ったみなさん。その答え
の先まで私たちがエスコートします！ （ＶＣ職員Ｍ）
ボランティアセンターでは、気軽に参加できるボランティアを多数紹介しています。勇気を出し
てボランティアに挑戦してみてください！ （ＶＣ職員Ｗ）

私たちボランティアセンター学生スタッフは
「関大生にボランティアを広めること」を目
的に活動しています。ボランティアの楽しさ
や魅力を伝えるために、ボランティア体験ツ
アーの企画・運営、ボランティア情報の紹介、
ボランティアへの参加など様々なことを行っ
ています。ボランティアに参加するだけでな
く、企画に携われるのでとてもやりがいを感
じられます。あなたも学生スタッフになっ
て、私たちと一緒にボランティアの魅力を関
大生に伝えてみませんか？
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ボランティアセンター紹介 第１５回学生スタッフボランティア体験隊連載

関西大学ボランティアセンターは、本学学生の公益に適った社会参画活動
を支援することにより、学生の自主性と社会性の涵養に資することを目的
としています。

このページでは、私たち学生スタッフが実際に体験し
たボランティアについての体験談を語ります。今回は
「伝統工芸&手作り市ボランティア」、「病院ボランティ
ア」について紹介します。この体験談を通じて、活動
内容に興味をもっていただけたら幸いです。

　私たちボランティアセンター学生スタッフ吹田班は10月17，18日に、浜屋敷（吹
田歴史文化まちづくりセンター）さんの「伝統工芸＆手作り市」のボランティア
に参加してきました。今回は、企画の時点から携わらせて頂き、当日は子ども
を対象に、紙コップや新聞紙などの日用品を使ってけん玉やめんこといった昔遊
びのおもちゃを一緒に作りました。
　このボランティアでは、子どもと一対一で話すことが多く、普段の生活で子
どもとあまり接する機会のない私にとっては貴重な体験になりました。活動の中
では、完成したおもちゃを使って、親子で楽しく遊んで下さっている姿が特に
印象に残っています。本イベントには、多くの団体が参加されていたのですが、
たくさんの方に声をかけていただき、地域の大人の方と
交流することもできました。
　ぜひまた、浜屋敷さんのボランティアに参加してみた
いです。（ひかりん）

　「病院ボランティア」と聞くと、難しいことをしているようにも聞こえるかもしれま
せん。でも、私たちが活動している大阪医科大学付属病院でのボランティアは、きっ
とそんなイメージとは異なります。活動内容は多岐に渡り、例えば、花壇のお世話、
病院に来られた方を対象とした院内の案内などがあります。
　私は本が好きなこともあり、平日の朝、患者さま向けの図書の入れ替え・登録の
活動に参加しています。活動しているメンバーは、主婦の方や仕事を退職された方
が多く、普段知り得ない話を聞くことができ、やりがいもあって、とても充実した
活動です。大学での授業や課外活動が忙しくなると、行け
ない日が続きますが、職員の方も他のボランティアの皆さん
も、いつも暖かく歓迎してくれます。活動に行くことができ
る日は、とても嬉しくて、ボランティアは普段の生活では得
難いものを与えてくれると実感します。
　新しいことをはじめるとき、不安があると思いますが、み
なさんもチャレンジしてみてください！（つっつー）

関西大学ボランティアセンター基本方針

ボランティアに興味があっても、参加の仕方や
自分に合ったものがわからない学生を対象に、
ボランティアセンター職員や学生スタッフがボラ
ンティアを探すお手伝いをさせていただきます。

ボランティアコーディネート　

ボランティアセンターではボランティアに関わる
さまざまな情報を収集し、提供しています。ま
た、メール登録していただいた方には定期的に
ボランティア情報を配信しています。

ボランティア情報収集および提供

ボランティア入門講座や災害ボランティアガイダン
ス、また、テーマ別講座では、レクリエーション
講座、コミュニケーションスキルアップ講座などの
様々な講座・講演会を実施しています。ボランティ
アの足がかりとして気軽にご参加ください！

様々な講座・講演会

学生スタッフは、ボランティアに興味はあるけれど、あと一歩が踏み出せない関大生
が気軽にボランティアに参加できるよう「ボランティア体験ツアー」を企画、実施して
います。体験ツアーには、千里山キャンパス周辺の清掃活動や、図書館の本の落
書き消し、淀川掃除など気軽に参加できる活動がたくさんあります。学生スタッフは、
参加学生と一緒に活動しながら交流し、ボランティアの楽しさや魅力を伝えています。

学生スタッフの活動
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あかとんぼ
私たちは毎週
水曜日に吹田
市内の小学校
で、子ども達に人形劇や紙芝居を披露したり、一緒に遊んだりするサークルです。年末には子ども達を招待して、実際に劇を披露する「チルドレンコンサート」という大きなイベントがあります。それをきっかけに子ども達とさらに仲良くなれるので、とても大切にしているイベントです。子ども達の笑顔が印象的な和やかな雰囲気のサークルです。

ボランティア団体 紹介！！

チャレンジャー

私たちチャレンジャーは

月に1，2回盲学校や障

がい者施設に行って、

様々な行事のサポート

をしています。夏にはキャンプ、冬にはクリスマス

会もあり、障がいのある方と一緒に楽しみます。

そのほか長期休みには24時間テレビの募金活動

や、子どもと関わるボランティアを行っています。

これらの活動を通じて視野を広げ、自分を成長さ

せるチャンスです！興味のある方は、ぜひ、話を

聞きに来てください！

あっぷる

私たち手話

サークルあっ

ぷるは聞こえ

る・聞こえないに関わらず皆で楽しむ活動をして

います。真剣な学習はもちろん、ジェスチャーや

パワーポイントを使った企画などで手話を楽しん

でいます。学園祭では「あっぷる」と「手話」

の魅力を伝えようと手話を用いた劇や歌を発表し

ます。手話通訳・子どもとのふれあい・他大学

との交流など活動の幅は広いです。興味のある

方は、是非あっぷるの活動に参加してください！

うぷ

私たちは子
どものため
に活動して
いる関西大学公認のボランティアサークルです。毎週水曜日に小学校の学童保育学級を訪れ、ペープサート(紙人形劇)・紙芝居・体を動かすゲームなどをしています。その他に、春には野外カーニバルに参加、夏には地方の小学校での合宿公演、3月には学童保育学級の子ども達を学内の施設に招待しての公演など、様々なイベントを行っています。また、児童センターの催しなどにも参加させていただいています。

KUMC

関西大学学生

団体KUMCは

「防災啓発」と

「ボランティア活動による地域貢献」の二つを軸

として高槻ミューズキャンパスを拠点に、高槻支

部・千里山支部にわかれて様々な活動を行って

います。小学生への防災の出前授業の実施や、

防災関連のイベントの参加、簡単に作れる防災

グッズ作りなどを通して楽しく防災を発信してい

ます。また、活動の中心となっている高槻市や

その周辺地域で行われる数多くのイベントにボラ

ンティアとして参加し、「学生の視点」から地域

活性化に取り組んでいます。

ユネスコ研究部

私たちユネスコ
研究

部はユネスコ憲
章の

理念のもとに活動
して

います！月に一度
吹田

市の小学生と遊
び、料理をする「

スクール」や

地域のイベントや
子どもとの交流

会に、ボラン

ティアとして参加
するなどの活動を

しています！

夏には過疎地の
小学校に訪問して

子ども達と化

学実験やミニ運動
会をしています！

これらの活動

を通して子ども達
だけでなく、自

分の成長も感

じることができま
す！私たちと一緒

に活動を楽し

みましょう！

WEVO

私たちWEVO（ウィー

ボ）は、堺キャンパ

スで唯一のボラン

ティアサークルです。

主な活動はキャンパスの
近くにある幼稚園に訪

問してレクリエーションな
どを企画し、園児たち

と交流しています。また大
和川清掃、福祉施設

の訪問など堺という地域
に根ざした活動をして

います。人間健康学部の
福祉コースの部員が多

い事もあり、障害者福祉
のボランティアを計画

中です。創設5年とまだ歴
史は浅いですが、様々

なボランティアに挑戦し、
成長しているサークル

です。私たちと一緒にボ
ランティアを楽しみま

せんか？

ここでは、関西大学ボランティアセンターが支援している7つ
のボランティア団体を紹介しています。
興味のある団体から直接、話を聞くこともできますよ！
気になる団体があれば、ボランティアセンターにお越しください。
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「防災啓発」と

「ボランティア活動による地域貢献」の二つを軸

として高槻ミューズキャンパスを拠点に、高槻支

部・千里山支部にわかれて様々な活動を行って

います。小学生への防災の出前授業の実施や、

防災関連のイベントの参加、簡単に作れる防災

グッズ作りなどを通して楽しく防災を発信してい

ます。また、活動の中心となっている高槻市や

その周辺地域で行われる数多くのイベントにボラ

ンティアとして参加し、「学生の視点」から地域

活性化に取り組んでいます。

ユネスコ研究部

私たちユネスコ
研究

部はユネスコ憲
章の

理念のもとに活動
して

います！月に一度
吹田

市の小学生と遊
び、料理をする「

スクール」や

地域のイベントや
子どもとの交流

会に、ボラン

ティアとして参加
するなどの活動を

しています！

夏には過疎地の
小学校に訪問して

子ども達と化

学実験やミニ運動
会をしています！

これらの活動

を通して子ども達
だけでなく、自

分の成長も感

じることができま
す！私たちと一緒

に活動を楽し

みましょう！

WEVO

私たちWEVO（ウィー

ボ）は、堺キャンパ

スで唯一のボラン

ティアサークルです。

主な活動はキャンパスの
近くにある幼稚園に訪

問してレクリエーションな
どを企画し、園児たち

と交流しています。また大
和川清掃、福祉施設

の訪問など堺という地域
に根ざした活動をして

います。人間健康学部の
福祉コースの部員が多

い事もあり、障害者福祉
のボランティアを計画

中です。創設5年とまだ歴
史は浅いですが、様々

なボランティアに挑戦し、
成長しているサークル

です。私たちと一緒にボ
ランティアを楽しみま

せんか？

ここでは、関西大学ボランティアセンターが支援している7つ
のボランティア団体を紹介しています。
興味のある団体から直接、話を聞くこともできますよ！
気になる団体があれば、ボランティアセンターにお越しください。
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自分に合ったボランティアは？

①へ ②へ ③へ ④へ ②へ

ボランティアをしてみたいけれど、何をすればいいのかわからない…
そんなあなたに！まずは、下の質問に“YES”または“NO”で答えて進んでみよう！
ボランティアの系統とそれに当てはまるボランティア体験ツアーがわかるよ！

スタートスタートスタート

特に気軽さを重視したい

大学の中で活動がしたい 継続的に活動がしたい

小さい子どもに興味がある 夕方から夜の活動がしたい

No

YES No

YES

YES No

YES No YES No

1 清掃系ボランティア

例えば…淀川掃除！
毎回多くの関大生が参加しており、気軽に参
加できるボランティアです。日曜日の午前中
に阪急南方駅に集合して淀川河川公園で実施
しています。交流しながら楽しくゴミ拾いをし
て、河川敷をキレイにしましょう！

2 子ども系ボランティア

例えば…キッズミュージアム！
本学博物館主催の子どもを対象としたイベン
トで、パズルや紙芝居など、毎年テーマに沿っ
た出し物をします。子どもと一緒に工作をし
たり、たくさんの子どもと関わることが出来る
ので、子どもに興味のある方にぴったりです！

3 空き時間にできるボランティア

例えば…関大クリーン大作戦！
千里山キャンパスとその周辺の掃除や図書館
の本の落書き消しを行います。一番身近な大
学をキレイにしましょう。授業の空きコマを有
効活用したい人にオススメのボランティアで
す！

4 イベント系ボランティア

例えば…淀川花火大会ボランティア！
「なにわ淀川花火大会」に参加させていた
だきます。お弁当やうちわの配布など、花
火大会の運営にかかわるので、やりがいの
大きなボランティアです！

例えば…飛鳥光の回廊ボランティア！
多くの灯ろうを並べて点火した時は感動し
ます！事前に行われるデザイン会議にも参
加できるので自分が考えたデザインが採用
されるかもしれません！

右ページで確認してみよう！5 6
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