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一度きりの冬
一歩踏み出して　
一生の経験

編集後記

千里山キャンパスMAP

ボランティアセンターHP
皆さんはボランティアセンターのHPを見たことがありますか？

HPではボランティアセンターやボランティアセンター学生スタッフの取り組

み・活動について、わかりやすくお伝えしています。

さらに、ボランティア情報や講座・講演会情報を得られるだけで無く、ぼらぼ

らブログという学生スタッフが書いている楽しいボランティアブログもあります。

ぜひご覧ください！

このVoluryで、一人でも多くの人にボランティアセンターについて知っても
らえたら嬉しいです☆★

（アイリ）

とっても爽やかなデザインと、とってもフレッシュな内容になりました！手
にとっていただければ幸いです

（こーさく）

最高のボラリーを作ることが出来たとおもうのでよかったです。
（あっかー）

サラッと見て分かりやすいように工夫しました！
（ボヤッキー）

私たちの愛がつまった作品になりました！１回生で力を合わせて作りました！
（みなっしー）

自信作です！是非ご覧ください！
（つねちゃん）

凜風館一階、

悠久の庭から見て、

左側の入口から

入ったところにあります！

http://www.kansai-u.ac.jp/volunteer
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おすすめボランティアの紹介
このページでは私たちが行っている
ボランティアをお伝えします! !

みんなで守ろう！
蛍の光ボランティア

実施時期:5月

蛍が生息する高槻市の新川

沿いで灯篭を並べたり、ヒメ

ボタルの観賞や保護にかか

わる啓発活動を行います。

キッズミュージアム

実施時期:8月

関西大学博物館で毎
年開催されている「キッ
ズミュージアム」にて、
子ども向けのボラン
ティアイベントを行って
います。毎年多くの子ど
もたちで賑わいます。

淀川大掃除

実施時期:2月

総勢約600名で淀川

の掃除を行います。

非常に多くの人で取り

組むのでかなりの数の

ごみが集まります。
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10月はハロウィン使用の装飾を行いました

ボ ランテ ィアエ リア 、今 までは ドア の向こ う 側で入りにく い 、

堅 苦しそう 、敷居 高 そう… なん て 思 っていませんでしたか？

NEW
ボランティアエリアが

　　　　　あたらしくなりました！！
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　以前に比べてスペースがとても広くなり、開放

感が増しました。今までは入りづらいと思ってい

た方も気軽に足を運べること間違いなし！

　黒いボードには、参加者を募集中のボランティ

アとその申込締切日がわかりやすく掲示されて

います。初めて来られた方でも、お手軽にボラ

ンティアの情報を入手できるようになりました。

　みなさん知っていましたか？実はボランティ

アエリアには本の貸出スペースがあります！

　ボランティアに関する本はもちろんのこと、デ

ザインやイラストにまつわる本や手話に関する

本など様々な種類のものを用意しています。

その数約200冊!ボランティアエリアにお越しの

際は、ぜひ一度お手に取ってご覧ください。

ボランティアセンター学生スタッフみなっしーのおすすめ本

1.　「リラックスと集中を一瞬でつくる アイスブレイクベスト50」　　　　 青木将幸　ほんの森出版

2.　自分に自信がないあなたでも必ずうまくいく素のコミュニケーション術」
ワタナベ薫　サンクチュアリ出版

ボランティアセンターへの扉は

ボランティアの世界への入り口

温かい雰囲気とたくさんの笑顔でみ

なさんをお待ちしております！！

少しでも気になられたり、興味があり

ましたら、気軽にお越しください 

これからもまだまだ進化していきます！

是非皆さんの目でご確認ください！！

これからもまだまだ進化していきます！

是非皆さんの目でご確認ください！！

★開放的で、親しみやすくなりました★

★ボランティアの本の貸出、始めました★

　学外から寄せられたボランティア情報チ

ラシを置いているこのラック。以前は外から

見えづらい位置に設置していたため手に取

りづらいと感じていた方も多いと思います。

新しくなったボランティアエリアでは、すぐ目

につく位置にあるので誰でも気軽に手に取

っていただけます！

　さらに、学生スタッフ目線でのコメントやお

すすめボランティア紹介などが加えられ、

とっても見やすくなりました！季節ごとに装

飾が変わるところも見どころのひとつです。

★ボランティア情報を気軽にゲット★

人前で話す上で心がけて
いることなど役立つ情報が
掲載されていて、教師を目
指している方などには特に
おすすめです。
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自分たちの活動が誰かのためになるって、
幸せや～！
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　僕はボランティアセンター学生スタッフの明日香・梅

田班に所属しており、また梅田キャンパスのことをより

知りたかったので、この活動に参加しました。関西大学

の学生で梅田キャンパスへ足を踏み入れたことがある人

は少ないというのが現状です。その現状を変えるきっか

け作りとして開催されたこのイベントにボランティアと

して参加しました。多種多様なイベントもあり、参加者

も楽しめたと思います。スタッフとしてワインイベント

の補助など普段体験できないような貴重な経験をさせて

もらいました。あまり話す機会のない飲食店の方々とも

話すことができたので良かったです。（タイチ）

ボランティア劇場～NO VOLUNTEER☞NO LIFE～ 連載 第20回学生スタッフボランティア体験隊

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。

以下の体験談を読んで、ボランティアにより興味を持って頂ければ幸いです。

梅関祭 運営補助ボランティア 活動場所：関西大学 梅田キャンパス

ボランティアをしていて良かったこと

　ボランティアをしてきて良かったと思えることは、地

域に貢献できるきっかけを作れたところです。大学生に

なって地域との関わりが希薄になっていましたが、高槻

市で行われた花植えボランティアなどに参加したことに

よってボランティアという形で地域社会創生の一員にな

れるやりがいを改めて知ることができました。実際に自

分たちがまちの景観を整えたことで地域の人々を笑顔に

できた時や、感謝してもらえた時の喜びや達成感は格別

です。また、ボランティアの良いところは自分たちもそ

の活動を楽しんで行えるところだと思います。年齢・立

場は違っても同じ想いを持った人々が集まり、汗を流し

て一緒にボランティア活動をした後に食べるご飯は世界

で一番おいしいです。（しまじゅん）

ボランティアがないとき…。 ボランティアがあるとき♪

あ～、なんか毎日つまらんな～。

そや、暇やったらボランティア行こうや！ みんなでゴミ探しに行こうか～！

各オフィスキャンパスと、千里山キャンパスでは

凜風館の1階で申し込みできるらしいで！

ゴミが無くなっていくのは
気持ちいいですね～！

ボランティアセンター学生スタッフです！
初めてのボランティアだったら参加しやすい
河川清掃のボランティアはいかがですか？

ほな、行ってみよか～。

それ、おもしろそう！やってみます！

今日が初ボランティア、がんばろう！

おう！

そうですね！

自分たちの活動が誰かのためになるって、
幸せや～！
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