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Index:
P1~2 おすすめ！ 夏のボランティア
P3 関大生にインタビュー
P4 連載 第23回学生スタッフボランティア体験隊
P5~6 ボランティアとの出会い方特集！！

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
ア依頼も受け付けています。

編集後記
〇今回のボラリーは夏祭りをイメージして作りました。楽し

んでいただけましたか？ 私はボラリー作成で人に何かを
文字で伝えることが想像以上に難しいなと感じましたが、
興味を少しでも持ってもらおうと色々工夫しました。この
ボラリーがきっかけでボランティアの輪が広がっていくと
嬉しいです。(あかね)

〇今回は夏を全開に推し出すためにどうすればいいのかを
考えるのがとても大変でしたが、このボラリーをよんで、
少しでもボランティアに参加してみようかなと思ってもら
えたらとても嬉しいです！(ここ)

〇今回のボラリーは、夏感を出すのが難しかったです。し
かし、大変だった分とてもよいものができたと思います。
これを読んでボランティアに興味を持ってくれると幸いで
す。(りょうあ)

〇どうしたら手に取ってもらえるかを考えるのは難しかった
ですが、気軽に読みたくなるデザインやイラストはどんな
ものだろうと悩みながら決めていくのはとても楽しかった
です！(めぐみ)

MAP

▷ボランティアセンターホームページ

ついに、HPもスマホ画面サイズに
対応します！ぜひお気軽にご覧くだ
さい！

▷ホームページもレスポンシブ対応！

QRコード

夏を彩る
　ボランティアを
　　　ご紹介！

夏を彩る
　ボランティアを
　　　ご紹介！

Vol.39Vol.39
ボラリー　　関 西 大 学 ボ ランティア センタ ー 通 信

発行日：2019年（令和元年）7月12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

どど
ーん
と

どど
ーん
と

Index:
P1~2 おすすめ！ 夏のボランティア
P3 関大生にインタビュー
P4 連載 第23回学生スタッフボランティア体験隊
P5~6 ボランティアとの出会い方特集！！

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
ア依頼も受け付けています。

編集後記
〇今回のボラリーは夏祭りをイメージして作りました。楽し

んでいただけましたか？ 私はボラリー作成で人に何かを
文字で伝えることが想像以上に難しいなと感じましたが、
興味を少しでも持ってもらおうと色々工夫しました。この
ボラリーがきっかけでボランティアの輪が広がっていくと
嬉しいです。(あかね)

〇今回は夏を全開に推し出すためにどうすればいいのかを
考えるのがとても大変でしたが、このボラリーをよんで、
少しでもボランティアに参加してみようかなと思ってもら
えたらとても嬉しいです！(ここ)

〇今回のボラリーは、夏感を出すのが難しかったです。し
かし、大変だった分とてもよいものができたと思います。
これを読んでボランティアに興味を持ってくれると幸いで
す。(りょうあ)

〇どうしたら手に取ってもらえるかを考えるのは難しかった
ですが、気軽に読みたくなるデザインやイラストはどんな
ものだろうと悩みながら決めていくのはとても楽しかった
です！(めぐみ)

MAP

▷ボランティアセンターホームページ

ついに、HPもスマホ画面サイズに
対応します！ぜひお気軽にご覧くだ
さい！

▷ホームページもレスポンシブ対応！

QRコード

夏を彩る
　ボランティアを
　　　ご紹介！

夏を彩る
　ボランティアを
　　　ご紹介！

Vol.39Vol.39



アお す す め
！ 夏 の ボ ラ ン テ ィ
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「飛鳥光の回廊」ボランティア（奈良県 明日香村）
奈良県明日香村で夏の終わりを楽しみませんか？
奈良県明日香村には『石舞台古
墳』をはじめ数多くの史跡が残
されており、また関西大学との
関わりも深い場所です。そこで
実施している「飛鳥光の回廊」
ボランティアでは、関大生みんな
で灯篭のデザインを考え、ろう
そくの灯りで明日香村を幻想的
に彩ります。自然豊かな環境を
楽しみたい！歴史が大好き！幻想
的な雰囲気を味わいたい！そん
な方におすすめです！！
★時期 9月21日（土）・22日（日）
★内容 灯篭の設置・灯火

ようやく待ちに待った夏休み！！夏休みに何をしようかな～？？と考
えている人もたくさんいるはず！海に花火に旅行に ・ ・ ・ 夏の楽しみ
はたくさんありますが、 今年の夏、 ボランティアはどうでしょう？？今
回は、 関西大学ボランティアセンター学生スタッフが企画する、 夏休
みにぴったりのボランティアを紹介します！参加すれば、 きっといつも
と一味違う思い出の夏になるはずです！

関西大学ボランティアセンターでは、 このようにたくさんのボランティアを募
集しています。 この夏、 新しいことに挑戦したい！夏の思い出作りたい！
いままで興味はあったけど、 参加するきっかけがなかった…などなど、 どん
な理由でも参加したい！と思ったら、 いつでもボランティアステーションに
お越しください！！きっと学生生活を充実させる出会いが待っています！

「キッズミュージアム」（関西大学 千里山キャンパス 関西大学博物館）
ボランティア体験ツアー

ボランティア体験ツアー

遊びを通して子どもの学びを支えよう！！
千里山キャンパスにある関西大学博物館では毎年子ども向けに博物館
で様々な学びを体験してもらう、キッズミュージアムが行われています。
このボランティアでは、ボランティアセンター学生スタッフが企画した内
容を、子どもたちと一緒に楽しみながら活動できます。博物館が子どもた
ちの笑顔でいっぱいになる日です。子どもが大好き！という方ぜひ参加し
てみませんか？
★時期 8月6日（火）・7日（水）
★内容 ブース運営・子どもたちとふれあい

「飛鳥光の回廊」ボランティアでは、幻想的なライトアップだけでなく古代衣装を着る
ことができるかも？ 古代衣装を身にまとった人たちが明日香村を巡ることでタイムス
リップをした気分を味わえます。こんな機会は滅多にないはずです！！ また、活動中に
自分たちも「飛鳥光の回廊」のライトアップを見ることができます！ このチャンス逃す
なんてもったいない・・・今年の夏は奈良県明日香村でいい思い出を！！ おすすめです！

POINT

「飛鳥光の回廊」
とは・・・
毎 年、奈 良 県 明 日
香村で開催されて
いる、約2万本もの
ろうそくで彩られる
イベントだよ!2004
年から行われてい
て、今年で15年目！！
明日香村の風物詩
になっているよ！古
代の古墳と幻想的
な光が合わさって、
とても魅力的なイベ
ントなんだ！

キッズミュージアムは毎年違うテーマで開催しているよ！
2018年度は～楽しく遊ぶ！ナルホド世界ツアー～
世界の遊びや文化を絵合わせで紹介したり、国旗のぬり絵をしたよ！世界旅行をす
る気分で子どもたちと一緒に世界の様々なことについて学んだよ！
2019年は～子どもたちの知らない平成へ！タイムスリップ！！～
平成を振り返って、平成の出来事を一緒に学ぶよ！クイズやかるたを一緒にするよ！

1 2

アお す す め
！ 夏 の ボ ラ ン テ ィ

アお す す め
！ 夏 の ボ ラ ン テ ィ

「飛鳥光の回廊」ボランティア（奈良県 明日香村）
奈良県明日香村で夏の終わりを楽しみませんか？
奈良県明日香村には『石舞台古
墳』をはじめ数多くの史跡が残
されており、また関西大学との
関わりも深い場所です。そこで
実施している「飛鳥光の回廊」
ボランティアでは、関大生みんな
で灯篭のデザインを考え、ろう
そくの灯りで明日香村を幻想的
に彩ります。自然豊かな環境を
楽しみたい！歴史が大好き！幻想
的な雰囲気を味わいたい！そん
な方におすすめです！！
★時期 9月21日（土）・22日（日）
★内容 灯篭の設置・灯火

ようやく待ちに待った夏休み！！夏休みに何をしようかな～？？と考
えている人もたくさんいるはず！海に花火に旅行に ・ ・ ・ 夏の楽しみ
はたくさんありますが、 今年の夏、 ボランティアはどうでしょう？？今
回は、 関西大学ボランティアセンター学生スタッフが企画する、 夏休
みにぴったりのボランティアを紹介します！参加すれば、 きっといつも
と一味違う思い出の夏になるはずです！

関西大学ボランティアセンターでは、 このようにたくさんのボランティアを募
集しています。 この夏、 新しいことに挑戦したい！夏の思い出作りたい！
いままで興味はあったけど、 参加するきっかけがなかった…などなど、 どん
な理由でも参加したい！と思ったら、 いつでもボランティアステーションに
お越しください！！きっと学生生活を充実させる出会いが待っています！

「キッズミュージアム」（関西大学 千里山キャンパス 関西大学博物館）
ボランティア体験ツアー

ボランティア体験ツアー

遊びを通して子どもの学びを支えよう！！
千里山キャンパスにある関西大学博物館では毎年子ども向けに博物館
で様々な学びを体験してもらう、キッズミュージアムが行われています。
このボランティアでは、ボランティアセンター学生スタッフが企画した内
容を、子どもたちと一緒に楽しみながら活動できます。博物館が子どもた
ちの笑顔でいっぱいになる日です。子どもが大好き！という方ぜひ参加し
てみませんか？
★時期 8月6日（火）・7日（水）
★内容 ブース運営・子どもたちとふれあい

「飛鳥光の回廊」ボランティアでは、幻想的なライトアップだけでなく古代衣装を着る
ことができるかも？ 古代衣装を身にまとった人たちが明日香村を巡ることでタイムス
リップをした気分を味わえます。こんな機会は滅多にないはずです！！ また、活動中に
自分たちも「飛鳥光の回廊」のライトアップを見ることができます！ このチャンス逃す
なんてもったいない・・・今年の夏は奈良県明日香村でいい思い出を！！ おすすめです！

POINT

「飛鳥光の回廊」
とは・・・
毎 年、奈 良 県 明 日
香村で開催されて
いる、約2万本もの
ろうそくで彩られる
イベントだよ!2004
年から行われてい
て、今年で15年目！！
明日香村の風物詩
になっているよ！古
代の古墳と幻想的
な光が合わさって、
とても魅力的なイベ
ントなんだ！

キッズミュージアムは毎年違うテーマで開催しているよ！
2018年度は～楽しく遊ぶ！ナルホド世界ツアー～
世界の遊びや文化を絵合わせで紹介したり、国旗のぬり絵をしたよ！世界旅行をす
る気分で子どもたちと一緒に世界の様々なことについて学んだよ！
2019年は～子どもたちの知らない平成へ！タイムスリップ！！～
平成を振り返って、平成の出来事を一緒に学ぶよ！クイズやかるたを一緒にするよ！

1 2



学生スタッフ（右）がこの春、ボランティアに参加した関大生
（左）にインタビューをしました。
実際にボランティアに参加した人の感想を聞いてみましょう！！

ボランティアに対しての印象はどのようなものでしたか？

ボランティアはいつでも気軽に参加できるよ！

ボランティアに参加するきっかけは何でしたか？

ボランティアは普段の生活では関わることのない方と
ふれあえることも魅力の一つだよ！

夏のボランティアで魅力的に感じたものは何ですか？

最初はまじめでかしこまった印象でしたが、
実際にボランティアに参加すると和気あいあいと楽しくできました!!

ボランティアのガイダンスを受けて大学に入って
新しいことをしたいと思ったからです。

元々清掃活動が好きだったので、大学に入ってから
ボランティアセンターを知って、自分からボランティアをしたい
と思ったのがきっかけです。

祇園祭のボランティアです。
外国からの観光客がたくさん来られているので、
ボランティアを通じて、その方達とふれあいたいと思いました。

ボランティア体験隊
ここでは私達学生スタッフが実際に体験したボランティアについて紹介
したいと思います。

祇園祭運営補助ボランティア

毎 年 夏に 開 催され
る、京都の有名なお
祭りの1つ「祇園祭」。
そのお祭りをボラン
ティアとしてサポート
すること が で きま
す。実際に浴衣を着て活動を行うことができ、
夏を感じながら、京都の風情を味わうことがで
きます。伝統的なお祭りにボランティアとして
参加できる貴重な体験ができます！

関大生にインタビュー！

関大生の中にもボランティアに対して堅苦しいと思っている人もいる
と思います。しかし、実際にボランティアに参加してみるとそのイメー
ジはきっと変わるはず！ 皆さんも気軽にボランティアに参加してみて
ね！この夏一歩踏み出そう！！

連載第23回学生スタッフ

伝統と京都の風情を感じよう!!

学生スタッフの声

地域の人と関わりな
がら京都の歴史や文
化を知ることができ
て、京 都 の 伝 統 を
守っていこうという人
の思いを感じ、京都
の文化は昔から多くの人に愛されているという
ことを実感しました。（学生スタッフ これつね）

1日のスケジュール （例）

売り子スタート！
ちまきと手ぬぐい
を販売。
参 拝 者の列が で
きるほど人気！

16:00

参拝者の誘導、呼
び込みをします。
たまに道を聞かれ
たり、祇園祭につ
いて質問されるこ
とも。

17:30

ボランティア活動
終了！
この後は祇園祭を
楽しんでもよし！！
伝統を学んでもよ
し！！

19:00
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LINE
新しくはじめました！
LINE
新しくはじめました！～公式～～公式～
関西大学ボランティアセンター公式のLINEが
今年から新しくできました！たくさんのボラン
ティア情報、私たちの活動風景を発信していま
す。大学のインフォメーションシステムのボラン
ティア募集情報とほぼ同じタイミングでLINE
でも情報提供しています。お見逃しのないよう
にぜひお友達登録よろしくお願いします！

皆さん知っていましたか？ ぼらぼら
blogとは学生スタッフが日々の活動
状況を皆さんに発信するサイトです。
私たち学生の目線で書かれてあるの
でみなさんにより伝わりやすいと思
います！ ぜひ検索してみてください!!

ぼらぼらblog更新中！ 

私 た ち、学 生 ス
タッフは気軽にボ

ランティアに参加してもらうため
に、Twitterを通してボランティア
活動の様子をリアルタイムで更新
しています。
ぜひ “@volunteer_ku” でcheck
してみてください！

Twitter
やってます！ 
 

学生スタッフがボランティアを紹介することはも
ちろん、外部の団体のボランティアについての情
報も提供しています。随時新しいボランティアを
紹介しているのでぜひ気軽に立ち寄って見てくだ
さいね！ ボランティアの参考図書もありますよ！

ボランティアステーションって
何ができるの？

なんと関西大学ボランティアセンター
公式のInstagramが開設しました！ 私
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