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各キャンパスのボランティア窓口紹介
関西大学の各キャンパス(千里山キャンパス、堺キャンパス、高槻ミューズキャンパ
ス、高槻キャンパス)には学生にさまざまなボランティア(清掃活動、地域交流、学習支
援、イベントなど)を紹介するボランティア窓口を設置しています。ボランティアに興
味があるという方はぜひ気軽にお越しください。学生スタッフと職員（堺キャンパスと
高槻ミューズキャンパスは職員のみ）が力になります。

堺キャンパス　堺キャンパス事務室 高槻ミューズキャンパス　ミューズオフィス

高槻キャンパス　高槻キャンパスオフィス 千里山キャンパス　ボランティアセンター

とても個性的で惹きつけられる内容になってます！
（キストス）

ボランティア活動へ参加することに勇気が出ない皆さ
ん、あなたのその「一歩」を待っている人たちがいるかも
しれません。私たちと一緒に一歩を踏み出しませんか？

（ＶＣ職員M）
ボランティアの楽しさが少しでも伝わればと考え、今回
は写真をたくさん載せました。いつでも気軽にボラン
ティアセンターに来てください(^ )^ （VC職員W）

千里山キャンパスMAP ＜編集後記＞
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ボランティア紹介
ボランティアセンターでは、様々なボランティア情報を発信していますが、ここでは子どもとふれあえる

ボランティアと、淀川大掃除を紹介します！

①子どもとふれあえるボランティア
１．ボランティア体験ツアー～小学生に防災について楽しく学んでもらおう！学童ふれあいボランティア～

毎年、吹田市豊津第一小学校で、人形劇やクイズなどを通して、子ども達に防災について伝えています！
2016年度は6月29日（水）に実施しました。子ども達に遊びながら防災について学んでもらうことができ、とて
も楽しかったです！子どもと接するのが好きな方、また子どもが好きだけれど、接し方が分からない…という
方は、ぜひぜひご参加ください！

②淀川大掃除
2017年2月12日(日)、年に一度の大イベントである、淀川大掃除を実施します！

○「淀川大掃除」って？
　2007年より始まった、関西大学の体育会やスポーツメーカーのミズノ株式会社と連携して行うボランティ
アです！淀川大掃除は、毎年総勢約500人もの大人数が集まって行われます。普段関わることのない人と、
交流しながら楽しく淀川をキレイにしましょう！春休みに思い出を作りたい方、ボランティアに興味のある
方は、ぜひぜひご参加ください！

２．ボランティア体験ツアー～日用品で子ども達と楽しくレッツ工作！～

　2016年10月22日(土)、23日(日)に、吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷で子ども達と一緒に遊びなが
ら、ミサンガ、紙コップロケットを手作りしました！初めての体験でしたが、一緒に作って、見事に完成しまし
た！ボランティアセンターでは、ここで挙げた物以外にも、子どもとふれあえるボランティアを多数紹介して
います！ぜひ一度、ボランティアセンターに立ち寄ってみてください！

＜子どもとふれあえるボランティアに必要な物＞

＜淀川大掃除に必要な物＞

2016年2月の活動風景

動きやすい服装
当日は、子どもとたくさ
んふれあえるように、
動きやすい服装でお願
いします！

＜注意＞
爪が長いと、子どもにけ
がをさせてしまう危険性
があります。ボランティア
前日に、できるだけ爪を
切っておいてください！

①軍手
手の汚れ、負傷を防
ぎます！ゴミの量が
多いので、予備の軍
手を持ってくるのを
おすすめします！

②火バサミ
ゴミを拾うときに便利で
す！当日は、ボランティ
アセンターが貸し出しい
たします。

③動きやすい服装
当日は気軽に動けるような服装
で来てください！地面がぬかるん
でいることがあるので、長靴が
あると便利です。また、厳しい寒
さが予想されますので、防寒着
も忘れないようにしてください！
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  5:30 起床
  6:30 家を出発
  8:50 高槻市駅に到着
  9:00 集合、自己紹介
10:00 活動開始
 胴長を着用
10:20 中州を削る作業
11:20 実行委員の方から
 アユについて教わる
12:20 アンケート
　　　 Voluryを配布
12:30 解散
13:00 みんなでお昼ご飯
16:30 帰宅

千里キャンドルロードに参加して、みんな
で一つのものを作り上げるのは大変だが、
やりがいがあるということを学びました。
とても参加しやすいボランティアなので是
非皆さんに参加してほしいです！

ボランティアセンター 学生スタッフの一日
ボランティアセンターの学生スタッフは、ボランティア体験　ツアーではどのような一日を過ごしているのでしょうか。
今回は二人の学生スタッフに密着取材してみました！

ゆうきさん(環境都市工学部・二回生)の一日　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　In 千里キャンドルロード

｢千里キャンドルロード｣というイベントに参加して

関大生特製のアートを作り上げるボランティア！

点火作業は風が強かったので

少し苦戦しました(^_^;

着たときは分厚くて

戸惑いました。

作業中は少し暑かった

です (~Q~;)

警備をしながら来てくれた人

の声を聞いていると

｢すごい！｣と

聞こえました！

(≧∀≦)

感　想

日頃の運動量が少なかったので良い運動不足の解
消になりました。
アユをはじめ色々な魚について学び、中州を削るな
ど、日常生活ではできないことを経験できました。
実行委員の方ともお話しできて楽しかったです！

感　想

  8:00 起床
  9:00 大学へ向かう
10:00 学園祭へ
12:00 昼食
13:00 千里南公園へ移動
 活動開始！
13:15 メインのアートづくりの
 手伝い
13:30 紙コップに土とろうそくを
 入れる
 (土は紙コップが飛ばないように)
14:00 メインアートに加えて
 別のアート作り
16:00 開会式に参加
16:30 キャンドルへ点火開始
17:30 夕食
18:00 他団体の作品を観覧
18:30 キャンドルの警備
19:00 仲間と雑談
20:00 片付け開始
21:00 解散
21:30 帰宅

あんなさん(文学部・一回生)の一日

　　　　　　　　　　　　Iｎ アユの産卵場整備

川を整備して、アユが産卵しやすい

環境を作るボランティア！

中州を削って川幅を広げ、

地形を整えました。

ツルハシを持っている人が

いてびっくり(笑)
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報告　富士山に行ってきましたー！

関西大学ボランティア意識度調査 連載 第17回学生スタッフボランティア体験隊連載 第17回学生スタッフボランティア体験隊連載 第17回学生スタッフボランティア体験隊
このページでは、関西大学学生センターが発行した「平成27年
度学生生活実態調査報告書」を基に、ボランティアに関するデー
タをまとめたものを紹介します。

このように、ボランティアに関心がありながら、参加に踏み出せ
ない人がたくさんいます。しかし、参加した人の参加理由は様々
で、漠然としたものが大半です。つまり、ボランティアをする意
味はそれこそ一人ひとり異なります。

是非ボランティアセンターに来て、学生スタッフと話してみませ
んか？あなたに合ったボランティアを一緒に見つけます。

46.2 36.5 17.3

43.3 45.7 11

13.2 56 30.8

21.5千里山

高槻

堺

高槻ミューズ

参加したことがある

関心があるが参加したことはない

関心がなく参加したことがない

51.5 27.0

〈キャンパス別ボランティア参加率〉

21.7

17.1

15.58.2
7.9
7.6

6.4

3.6
1.7
0.3 0.2

9.6

社会勉強
大学生活の充実
参加している団体の活動
友人に誘われて
自分を試したかった
就職に役立てる
困った人を助けたい
環境保全や文化財保護
正課の授業に組み込まれていた
宗教上の理由
無回答
その他

次に、〈ボランティアに参加した理由〉（複数回答可）

～環境を知る活動～琵琶湖外来種駆除
日　　程：10月中旬 　　　　
場　　所：滋賀県琵琶湖 　
活動内容：外来種駆除のために、琵琶湖で外来種釣り

対　　象：大人から子どもまで
活動時間：10時～14時30分

　僕はボランティアセンター学生スタッフの河川班に所属してお
り、その関係で活動に参加しました。琵琶湖は今、外来種が在来
種の住処を奪う事態が起こっています。それを改善するためにこ
のボランティアが存在します。しかし固い目的に反して、参加者
は家族連れの方が多く子どもを交えて、終始賑やかな雰囲気で活
動できました。道中は晴天で、琵琶湖までのサイクリングは気分
爽快でした。活動中は入れ食い状態でその多さに驚きましたが、
活動で獲れた外来種もほんの一部でしかなく、外来種駆除の重要
性を再確認しました。
　最後に、外来種駆除のイメージは硬いものだと思いますが、釣
りに来る感覚で参加していただければと思います。 （リョウト）

ここでは私たち学生スタッフが実際に参加、体験したボランティアを紹介します。
以下の体験談を見て、ボランティアにより興味を持って頂ければ幸いです。

　今年度関西大学は創立130周年を迎え、その記念ボランティ
アとして、私たちボランティアセンター学生スタッフは、一
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