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Let's start volunteer life！
～広げよう！友達の輪～

ボラリーを見て沢山の人にボランティア
の魅力を知ってもらえたら嬉しいです！ボラ

ンティアへの参加待ってます☆★（アイリ）
みんなでいっぱい悩んで作りました！ボランティア

の良さを少しでも感じてくれたら嬉しいです！！
（つもっちゃん）
ボランティアには人を笑顔にする力があります！そし
て自分まで笑顔になります！（りつ）
このボラリーを通じてボランティアの楽しさや魅力
が伝わってくれていればいいなと思います（ひよ）
メンバー全員、ボランティアに対する想いを込めて
作りました！ぜひ読んでほしいです！(キスとす)

ボランティアに参加して友達の輪を広げ
てみませんか？空き時間にボランティ

アセンターへぜひお越しくださ
い☆（ＶＣ職員Ｗ）

編集後記

私たち学生スタッフは、「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。主な活動として、多くの関大生にボランティアの魅
力を知ってもらう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を行っています。ボ
ランティアに参加することに加えて、企画・運営の段階から携わるこ
とができるので得られるやりがいや達成感はとても大きいです。ま
た、ボランティアを通じて関大生や地域の人々、子どもたちと関わる
機会も多くあり、楽しく充実した時間を過ごすことができます。
私たちと一緒に学生スタッフとして活動してみませんか？少しでも興味
を持たれた方は気軽に千里山キャンパス凜風館1階ボランティアセン
ターや各キャンパスのボランティア窓口（高槻キャンパスオフィス・
ミューズオフィス・堺キャンパス事務室）までお越しください。共に活
動できることを楽しみにしています。　Let's start volunteer life！

学生スタッフ大募集！

千里山キャンパス
MAP
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ボランティアセンター紹介

ボランティアセンターの目的
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、学生の自主性及び社会性の涵養に資することを目的としています。

ボランティアコーディネート ボランティア情報の収集及び提供 様々な講座･講演会

「ボランティアに興味がある！
でもどうすればいいかわから
ない・・・」そんな方に、職員
や学生スタッフがその人に
合ったボランティアを見つけ
るお手伝いをしています。

環境保全、福祉関係などの
様々なボランティアの情報を
収集し、提供しています。ま
た、ボランティアセンターで、
メール登録をされた方には
定期的にボランティア情報
を配信しているので、ぜひご
利用ください。

ボランティアセミナーや、テー
マ別講座（災害ボランティア、
環境問題、子どもの支援に関
して）、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・講演会を開催していま
す。新しい自分を見つけるた
めに参加してみませんか？

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
として、ボランティア体験ツアーの企画・運営や、ボランティアコーディネート

などの活動を行っています。皆さんの中には、ボランティアに堅苦しいイメージを持つ
方が多いと思います。でも全然そんなことはありません！ボランティアとは「新たなこととの
出会いの場」です。色んな人との出会いであったり、新たなことを知ったり、自分自身の幅

を広げることが出来る貴重な機会です。私達は、このような醍醐味を知ってもらうた
めに日々活動を行っています。ボランティアに少しでも興味をお持ちの

方は、ボランティアセンターにお越しください！

学生スタッフの活動と声

ここでは、学生スタッフが実際に体験した
ボランティアを紹介します！今回のテーマは、「駅伝ボランティア」です。
このページを通じて、ボランティアの魅力を少しでも感じてもらえたら

幸いです。

全国女子駅伝ボランティア

　私は、京都で開催された全国女子駅伝ボランティアに参加してきました！ 選手は西京極陸上競
技場から国立京都国際会館前までのコースを走ります。私は駅伝を見に集まってきた人が、車道
に飛び出さないように警備する活動を行いました。苦労した点は、冬に駅伝が開催されるので、
寒い中で長時間立ったままでいなければならないということでした。
　しかし、駅伝に参加している選手が通過するたびに、「頑張れ！」、「あと少しだ！」という声援が
チーム関係なく、選手全員にかけられているのを見て、いつの間にか私自身も、心の中で一緒に
なって応援していました。
　選手全員が無事に自分たちがいる場所を通過すると、見物に来た人からほっとした声が聞こ
え、安心しているように思えました。私は選手が来る前までは寒さのことが気になっていましたが、
選手たちが通過していく時間は寒さや時間を忘れ、気が付けば一瞬で終わってしまったように思
えました。
　人との距離がすごく近く感じられ、一体感を感じたボランティアでした。(えんどぅー)

ボランティア体験ツアー紹介

関大クリーン大作戦 飛鳥光の回廊ボランティア

千里山キャンパス
とその周辺を掃除
したり、図書館の
本の落書き消しを
行うボランティア
です。申込み不要で気軽に参加できるので、
空き時間にボランティアしたい人におすすめ
です！

奈良県明日香村
の石舞台や寺社、
史跡などをろうそ
くの明かりでライト
アップするイベン
トに参加するボランティアです。自分たちがデ
ザインし、並べた灯ろうが彩っている姿はと
ても綺麗で、おすすめのボランティアです！

連載 第18回 学生スタッフボランティア体験隊
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＜内容＞本学博物館主催のイベントで、子ども達に生活の中にある様々
な不思議をゲームを通じて楽しく学んでもらうブースを出しました！
＜参加者の感想＞普段関わることのない子どもたちと関わることが
出来て、とても新鮮でした。（あさひー）
保護者の方からの感謝の言葉が嬉しかったです！（こんちゃん）
ゲームに挑戦している子ども達の笑顔がきらきらしてい
て、とても嬉しかったです！（さき）
子どもたちの楽しそうな表情がたくさん見ら
れて、こちらも笑顔になり、やりがい

を感じました。（りつ）

キッズミュージ
ア

ム

＜内容＞高槻市芥川で胴長を着て川に入り川底を耕して、アユの産卵場を

整備しました！＜参加者の感想＞普段はできないことなので達成感のある活動でし

た！（あんな）川底を鍬で柔らかくしたり、鮎の追い込み漁をしたりと体を動かせ

てとても楽しかったです！（うえはた）
大変だったけどやり終えた後の達成感がすごくよかったで

す！（かっちゃん）滅多に着ることのない胴長を着て、体力がいり
ますがその分終わった時のやりがいは

大きかったです。（ぎしさん）

アユの産卵
場
を
整
備
し
よ
う
！

＜内容＞参加者と交流しながら、淀川河川敷の掃除をしました！

＜参加者の感想＞色々なゴミがたくさんあって、掃除しがいがありまし

た。（きむ兄）
普段あんまり分からない環境問題を目で確かめられる！いろんな

ゴミがあるので楽しかったです！（つもっちゃん）
なぜこんなゴミがあるのかと、環境の問題について考え

る機会になります！（みっくん）みんなで協力して掃除をすると達成感が
ありました！（アイリ）

淀 川 掃 除

＜内容＞
自分達で

考えたデ
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ろうそく

の入った
紙コップ

を
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を作っ

て楽し
かった

です！

（どんぐ
り）
絵柄が

完成し点
灯したと

きは綺麗
で

感動しま
した。（し

しょー）千
里
キ
ャンドルロード

ここでは、学生スタッフが企画しているボランティアを紹介します！！実際
にボランティアに参加した人の声を聞いてみましょう♪

ボランティア体験ツアー紹介・感想
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ボランティア団体紹介

あかとんぼ

私たちは毎週水曜日に吹田市内の小学校の
学童訪問をして、人形劇・紙芝居・ゲー
ム・歌を披露します。また、私たちがプロ
グラムを披露するだけではなく、子どもた
ちと一緒におやつを食べたり、外遊びをし
ます。夏には大阪府以外の小学校を訪問
し、2泊3日の夏合宿を行ったり、年末に
は子どもたちを招待して実際に劇をする
「チルドレンコンサート」というイベントを
企画・実施します。子どもたちと交流でき、
自身の成長を発見できるサークルです！

ユネスコ研究部

私たちはユネスコ憲章の理念のもとに活動
を行っています。月に一度、吹田市の小学
生と遊んだり、料理をするスクールを中心
に、地域のイベントや子どもとの交流会に
参加しています。また、夏には過疎地の小
学校に訪問して子どもたちと宝探しをした
り、科学実験をしています！これらの活動
を通して子どもたちだけでなく、自分たち
も成長できます。子どもたちと遊びたい！
面白そう！と思ったら是非一度活動に参加
してみて下さい！

うぷ

私たちは児童文化実践サークル「うぷ」と
いいます。私たちは子どもたちに向けて
様々なことを行っています。毎週水曜日に
吹田市内の小学校の学童保育へ訪問して紙
で作った人形劇のペープサートや紙芝居を
したり一緒にゲームなどをして遊びます。
また年に3回、普段よりもたくさんの子ど
もたちを相手に歌を歌ったり、おもちゃを
作ったりちょっとした演劇や人形を使った
劇などを行いより深く触れ合えます。気軽
に見にきてください。

あっぷる

みなさんは手話にどんなイメージを持って
いますか？「ややこしい」「難しい」のよ
うなイメージではありませんか？そのよう
なイメージを私たち手話サークル「あっぷ
る」の活動を通して払拭してみませんか？
主な活動は、手話やジェスチャーを通して
の学習やゲーム、他にも他大学との交流会
や学園祭での手話劇、手話コーラスの発
表、手話通訳や児童ボランティアなどを
行っています。ぜひ来てくださいね！

チャレンジャー

ボランティアサークル「チャレンジャー」
は視覚特別支援学校や障がい者福祉施設で
のイベントのサポートを通して、障がいの
ある方にたくさんの行事を楽しんでいただ
き、社会貢献することを目的としていま
す。また、普段あまり接することのない方
たちとふれあい経験を重ねることによっ
て、少しでも障がいのある方々の気持ちを
理解し、体験を通じて見識を広めること
が、自身の成長にもつながるという思いで
活動しています。

KUMC

学生団体KUMCは「防災啓発」と「ボラン
ティアによる地域貢献」の２つに対して高槻
ミューズキャンパスを拠点に高槻支部・千里
山支部に分かれて活動を行っています。活動
内容としては小学生への出前授業の実施、
地域のイベントの運営や企業とのリスクマネ
ジメントなど、日々多くの視点からアプロー
チを行っています。また、活動の中心となっ
ている高槻市など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。

WEVO

私たちWEVO（ウィーボ）は堺キャンパ
ス唯一のボランティアサークルです。キャ
ンパス近くにある幼稚園訪問、大和川清
掃、福祉施設でのレクリエーション事業を
主に活動しています。自分たちにできるこ
とは何かということを考え、様々なボラン
ティアに参加・挑戦し、成長し続けている
サークルです。今まであまりボランティア
に参加したことがない方、興味はあるけど
何をしたら良いのかわからないという方も
大歓迎です。私たちと楽しみながらボラン
ティアをしてみませんか？

このページでは
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話を
聞くこともできます。
まずはボランティアセンターに
お越しください！
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