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ボランティアセンターHP

・ボランティアの魅力を詰め込
みました！ぜひ読んでみて下
さい！　　　　（ながちゃん）
・ボランティアへの第一歩に
なっていれば嬉しいです！

(おとき)
・ボランティアでしか味わえ
ない達成感をぜひ一緒に！

(あんじ―)
・様々な経験をボランティアを
通して、してみませんか？

　(みっちー)

HPではボランティアの情報やボランティア
センター学生スタッフの活動についてお伝
えしています。また学内のボランティア団体
の紹介や団体へのボランティア依頼も受付
ています。ぜひご覧ください！

ボランティアで
新たな一歩！
ボランティアで
新たな一歩！

ボラリー　　関 西 大 学 ボ ランティア センタ ー 通 信

発行日：2019（平成31）年3月20日
発　行：関西大学 ボランティアセンター
大阪府吹田市山手町3丁目3-35
〒564-8680／TEL.06-6368-1121
http://www.kansai-u.ac.jp/volunteer

INDEX

ｐ1～ｐ2　ボランティアセンター紹介

ｐ3～ｐ4　ボランティア体験ツアー年間スケジュール

ｐ5～ｐ6　ボランティア団体紹介

INDEX

ｐ1～ｐ2　ボランティアセンター紹介

ｐ3～ｐ4　ボランティア体験ツアー年間スケジュール

ｐ5～ｐ6　ボランティア団体紹介

Vol.38Vol.38Vol.38Vol.38

編集後記

MAP

ボランティアセンターHP

編集後記

MAP

ボランティアセンターHP

・ボランティアの魅力を詰め込
みました！ぜひ読んでみて下
さい！　　　　（ながちゃん）
・ボランティアへの第一歩に
なっていれば嬉しいです！

(おとき)
・ボランティアでしか味わえ
ない達成感をぜひ一緒に！

(あんじ―)
・様々な経験をボランティアを
通して、してみませんか？

　(みっちー)

HPではボランティアの情報やボランティア
センター学生スタッフの活動についてお伝
えしています。また学内のボランティア団体
の紹介や団体へのボランティア依頼も受付
ています。ぜひご覧ください！



ボランティアしてみよう！
ボランティアセンター紹介

このボランティア

楽しそうじゃない？

ボランティアセンター学生スタッフです！

ボランティアしてみませんか？
大和川掃除の参加者を

募集しています！

参加されますか？

凜風館1Fで

参加申込が

できますよ！

ほんまや！

楽しそう！

でもどうやったら

参加できるんやろう？

参加

します！

千里山キャンパス凜風館1Fボランティアセンターではボランティア参
加の受付を行っています。ボランティアに興味があるけれど、どんな
ボランティアがあるかわからない…何をすれば良いか分からない…。
そんなときは気軽にボランティアセンターへお越しください！
また各キャンパスオフィス・事務室でもボランティア紹介を行ってい
ます。

ボランティアセンターは関大生のボラ
ンティア活動を支援しています。主な取
り組みとして、ボランティアに関する相
談・コーディネートやボランティア情報
の収集・提供、ボランティアに関する講
座や講演会等を行っています。

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の
魅力を広めることを目的に職員
と共に活動しています。ボラン
ティアコーディネートでは、皆さ
んにピッタリなボランティアを紹
介します。また、ボランティア体
験ツアーは関大生が気軽に参加
できるボランティアを学生スタッ
フ自身が企画し運営します。

週2回の会議の様子です。

こちらでボランティアコーディネー
トやボランティア体験ツアー参加
受付を行っています。

ポスター発見！

学生スタッフが現れた！ 申込完了！

二人は悩んでいる。ポスター発見！

学生スタッフが現れた！ 申込完了！

二人は悩んでいる。

ボランティアセンター学生スタッフ紹介

1 2

気軽に
来てね～

待って
るで！

学生スタッフ：Mくん
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千里山、梅田、高槻ミューズの
各キャンパスとその周辺地域を
掃除します。気軽に参加するこ
とができ、ボランティアに初め
て参加する方にオススメです！

４月

関大クリーン大作戦

近畿地方をテーマに子どもた
ちにパズルやクイズを通して
身近な地域について学んでも
らうブースを企画・運営しまし
た。子どもたちに大人気です！

11月

学園祭

関西大学博物館にて行われ、国
際をテーマに、子どもたちが遊
びを通じて外国の文化や言語に
ついて楽しく学べるブースを企
画・運営しました。

8月

キッズミュージアム

高槻市の新川沿いにて、絶滅
危惧種に指定されているヒメ
ボタルの保護に関する啓発ビ
ラの配布や蛍の鑑賞、河川敷
のライトアップを行います。

5月

蛍の光ボランティア

高槻市の団体の方々と共に花
壇の手入れや花の苗植えを行
います。暑い中での作業は大
変ですが、綺麗になった花壇を
見ると、達成感を得られます。

7月

高槻景観美化

自分たちで考えたデザインを
基にろうそくを並べ、点灯しま
す。ライトアップされると、とて
も綺麗です。私たちと一緒に梅
田の街を照らしてみませんか？

6月

梅田キャンドルナイト

ランナーの方々にスポーツドリ
ンクを用意したり、声援を送り
ます。応援を通じて、頑張るラ
ンナーさんから元気をもらうこ
とができます。

11月

大阪マラソン給水ボランティア

関大クリーン大作戦

総勢約500名の参加者と共に
河川敷を清掃します。大勢の
方と楽しくゴミ拾いができ、綺
麗になった河川敷を見ると、と
てもやりがいを感じます。

2月

大和川大掃除

～ボランティア体験ツアー
　　　　　　  年間スケジュール2018～
～ボランティア体験ツアー
　　　　　　  年間スケジュール2018～
ボランティアセンター学生スタッフでは、年間を通して様々な体験ツ
アーを企画しています。その中から2018年度に実施したいくつかのボ
ランティア体験ツアーを種類別に紹介します！

今回紹介したボランティア以外にも様々な体験ツアーを実施しています。
お気軽にボランティアセンターまでお越しください！

…環境を守る
　ボランティア

…イベントに関わる
　ボランティア

…子どもと接する
　ボランティア
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私たち「あかとんぼ」の魅力は、子どもたち
の笑顔や優しさから、元気をもらえるところ
です！主な活動としては、毎週水曜日に小
学校の学童保育学級に訪問しています。子
どもたちの前で話したり、人形劇などを披
露することを通じて、人前に立つことに慣
れたり、コミュニケーション力も磨けます。
部員は学年関係なく仲良く、和やかな雰囲
気のサークルです！

児童文化研究サークル
「あかとんぼ」

上田　恵理

私たち「チャレンジャー」は主に障がいの
ある方々に食事や車イスでの移動などの
サポートをする活動をしています。
障がいのある方々に楽しんでもらうには、
自分たちも遠慮せず楽しまなければ絶対
に楽しんでもらえないので、私も含め部員
全員、思いっきり楽しんで活動しています。
興味のある方はぜひ見学に来てください！

ボランティアサークル
「チャレンジャー」

崎田　雅稔

私たち学生団体「ＫＵＭＣ」は、活動拠点である
高槻市を中心に吹田市、茨木市でも防災啓発
を行っています。昨年度も様々なボランティア
に参加し、高槻市長から表彰をうけました。
大人から子どもまで幅広い層に対して防災を
発信することで、地域社会の安全や笑顔に寄
与できているという実感を持つことが出来る所
が魅力だと思います。興味のある方は是非１
度来てみてください。

学生団体「ＫＵＭＣ」
【高槻ミューズキャンパス】

木村　太一

防災

福
祉

ボランティア

団体紹介

ボランティア

団体紹介

代表に聞く！

あなたの団体の魅力は？

代表に聞く！

あなたの団体の魅力は？

私たち「うぷ」の魅力は、子どもたちと触れ
あえるところです。吹田市内の小学校に週１
回学童保育訪問し、夏休みに地方の小学校
で人形劇などを公演させていただく夏合宿
をしています。
また、春休みには普段学童保育訪問をしてい
る小学生たちを大学に招待して演劇や影絵
などを行うイベントなども開催しており、部
員全員で日々楽しく活動しています！

児童文化実践サークル
「うぷ」

三好　佑季

私たち文化会「ユネスコ研究部」はユネス
コ憲章の理念のもとに、吹田市の小学生
と外遊びをするスクール活動をメインに、
子どもたちとキャンプなどを行っていま
す！
活動自体が楽しく、活動を通して学生自ら
も成長することができます！
是非一緒に活動を楽しみましょう！

文化会
「ユネスコ研究部」

閼伽井　菜緒

私たち「あっぷる」は耳の聞こえない人が
楽しめるような活動をするとともに、真面
目に楽しく手話を覚えたり、ゲームをして
覚えた手話を使ったりしています。
普段は週２回活動し、手話の勉強をし、ま
た学園祭では手話劇や手話コーラスを発
表し、手話の普及活動もしています。興味
のある方は、是非あっぷるの活動にご参加
ください。

手話サークル
「あっぷる」

田中　秀弦

私たち「WEVO」は、堺キャンパス唯一の
ボランティアサークルとして、子ども食堂
への参加や大和川清掃などの活動をして
います！また、11月頃に開催される大阪マ
ラソンでは、株式会社ダスキンと清掃ボラ
ンティアを共同で行なっています。様々な
ことに挑戦できます！私たちと一緒にボラ
ンティアサークル活動をしてみませんか？

WEVO
【堺キャンパス】

田中　桂花

マル
チ

福
祉

子ども
子ど
も

子ど
も
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のある方は、是非あっぷるの活動にご参加
ください。

手話サークル
「あっぷる」

田中　秀弦

私たち「WEVO」は、堺キャンパス唯一の
ボランティアサークルとして、子ども食堂
への参加や大和川清掃などの活動をして
います！また、11月頃に開催される大阪マ
ラソンでは、株式会社ダスキンと清掃ボラ
ンティアを共同で行なっています。様々な
ことに挑戦できます！私たちと一緒にボラ
ンティアサークル活動をしてみませんか？

WEVO
【堺キャンパス】

田中　桂花
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