
ボランティアセンターＨＰ

MAP

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。ぜひご覧ください！

編集後記
・虹色のかわいいボラリーになりました！ぜひご覧

ください！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（これつね）

・このボラリーを読んで興味を持ったボランティアや講座に

参加していただけると嬉しいです！　　　　　　　（こーさく）

・多くの人にボランティアの魅力が伝わったら嬉しいです☆★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイリ）

・皆さんに少しでもボランティアの楽しさや魅力が伝わればい

いなと思います！興味のある方は、ぜひご参加お待ちして

おります！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（みなっしー）

・ボランティアに興味を持つきっかけになれば幸いで

す！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ようだい）

・ボランティアの魅力が伝わるようなボラリー

を目指して作りました！　　　　　（ボヤ）

ボラリー　　関 西 大 学 ボ ランティア センタ ー 通 信
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Step up！

ボ
ランティアで

ＩＮＤＥＸ
Ｐ１・２　　おすすめボランティア特集in河川＆
　　　　　　ボランティアセンター企画年間スケジュール
Ｐ３・４　　おすすめ講座紹介＆
　　　　　　連載第21回学生スタッフボランティア体験隊
Ｐ５・６　　学生スタッフに聞く“ボランティアとは？？”
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ボランティア入門にピッタリ！！

おすすめボランティア特集in河川

その他にも様々なボランティアがあります！！
ボランティアセンター企画年間スケジュール

河川でのボランティアといっても内容は様々です！
あなたにあったボランティアがきっと見つかるはず！
普段はあまり足を運ばないところへも、
ボランティアを通じてLet’s go!!

琵琶湖外来植物駆除
　　　　　　　　＠琵琶湖

摂津峡クリーン＆マナーアップ
　　　　　　　　＠大阪府高槻市

淀川清掃
　＠大阪府大阪市 新川景観美化

　＠大阪府高槻市

平成OSAKA天の川伝説
　　　　　　　＠大阪府大阪市

大和川大掃除
　　　＠大阪府堺市

琵琶湖での生態系を守るため、繁殖している外来植物オオバナミズキンバイを駆
除します。活動後は研修会にも参加し、オオハナミズキンバイの生態について学び
ます。空気のきれいな琵琶湖のほとりで行うため、心もリフレッシュされます！

琵琶湖外来植物駆除ボランティア琵琶湖外来植物駆除ボランティア

高槻を流れる新川に咲く蓮畑で、来年もきれいに花が咲くように土手に生えて
いる観賞用の蓮の根の整理を行います。泥まみれになりながら蓮の根を抜く
機会はなかなかありません！楽しみながらいい汗をかきましょう！

新川景観美化ボランティア新川景観美化ボランティア

高槻市を流れる河川・摂津峡周辺では野外レジャーで出たゴミがそのまま放
置される問題があるため、清掃活動や環境保全啓発のビラ配りを行っていま
す。自然の中で行う活動はとても気持ちがいいです。

摂津峡クリーン&マナーアップボランティア摂津峡クリーン&マナーアップボランティア

阪急南方駅から徒歩5分の淀川河川敷公園でゴミ拾いを行います。関西大学
千里山キャンパスからだと活動場所が近く参加しやすいです！身近な環境の
現状を知ることができます。

淀川清掃淀川清掃 ＊2017年度の活動を参考にしているため、変更となる可能性があります。

水都大阪の都市景観づくりの一環として行われるイベントです。７月７日、七夕の
日に大川に「いのり星」という青く光る球を流します。大川はまるで地上の天の川
のように幻想的です。この一日限りの美しい風景を、ぜひ一緒につくりましょう！

平成OSAKA天の川伝説ボランティア平成OSAKA天の川伝説ボランティア

関西大学堺キャンパス近隣の大和川河川敷で、大掃除を行います。昨年度は
総勢300名で実施しました！かつて日本で一番汚いといわれていた大和川
を、あなたの手できれいにしてみませんか。

大和川大掃除大和川大掃除

７月
・平成OSAKA天の川伝説
（イベント/大阪市）
・関大クリーン大作戦
（清掃/千里山キャンパス）

８月
・関西大学博物館キッズ
　ミュージアム
（子ども/千里山キャンパス）
・摂津峡クリーン&マナーアップ
（清掃/高槻市）

９月
・明日香光の回廊
（イベント/奈良県明日香村）

10月
・浜屋敷秋の手作り市
（子ども/吹田市）
・献血呼びかけボランティア
（イベント/千里山キャンパス）
・千里キャンドルロード
（イベント/吹田市）

11月
・関西大学統一学園祭
（子ども/千里山キャンパス）
・花植えボランティア
（環境/高槻市）
・大阪マラソン給水補助
（イベント/大阪市）

12月
・新川景観美化ボランティア
（環境/高槻市）
・まちFUNまつり運営補助
（子ども/千里山キャンパス）
・琵琶湖外来植物駆除
（環境/滋賀県草津市）

このほかにも楽しいボランティアをたくさん企画しております！
日常では味わえない達成感や楽しさを、ぜひ一緒に体験してみませんか？！
ボランティアを通じてレベルアップしましょう！！

＊外来植物…人為的にほかの地域から入ってきた植物を指し、従来の生態系に大きな影響を与える場合があります。
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ボランティアのやりがいや楽しさを伝え、活動
への不安や疑問を解消してもらうことを目的に
した講座です。ボランティアに興味はあるけれ
ど、何から始めればいいのかわからないという
方は、ぜひ参加してみませんか？

ボランティアセミナーボランティアセミナー
私はボランティア経験者としてこの講座に参加
したのですが、講師の方のお話を聞き、「そうい
う考え方もあるのか」と感じ自分のボランティア
に対する考え方が広がりました。また、ボランテ
ィア初心者の方にもわかりやすい内容でした。

参加者の声参加者の声

レクリエーションとは何かについて学んでもら
い、実際に様々な遊びを経験することでレクリ
エーションの幅を広げてもらうことを目的にし
た講座です！人と関わるのが好きで、人と人を
繋げる活動がしたいという方におすすめです！

レクリエーション講座レクリエーション講座
初対面の人とも一瞬で打ち解けることができ
るレクリエーションをたくさん知ることができ
ました！みんなで実践しながら教えてもらった
ので簡単に覚えることができて、すぐに活用で
きるのでおすすめです。

参加者の声参加者の声

学習支援とはどのような活動を指すのか、また
どのような背景から学習支援が行われている
のかについて関大生に広め、伝えることを目的
とした講座です！自分達に何ができるかこの講
座に参加して考えてみませんか？ 

学習支援って何だろう？学習支援って何だろう？
講座を受けて大学生の方々が子ども達のために
ボランティアとして子ども達の勉強のサポートを
していることを知り、私にも何か協力できること
があるのではないかと感じました。

参加者の声参加者の声

ボランティア活動に

参加してみよう！

ボランティア活動に

参加してみよう！

ボランティアセンターでは、講座で

得た知識を生かせるボランティア

をたくさん紹介しています！私た

ちと一緒に実際のボランティア活

動に参加してみませんか？

おすすめ講座紹介 連載第21回学生スタッフボランティア体験隊
ボランティアセンターでは、ボランティア活動はも
ちろん普段の生活に役に立つ各種講座を実施して
います！講師の方や参加学生の体験談などを聞いて
自分にとって身近なボランティアについて考えよう！

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。
皆さんも大学から飛び出して様々なボランティアに参加してみませんか？

　僕がこのボランティアに参加した大きな理由は、町おこし
に興味があったからです。種子島の現状や種子島では今何
が必要なのかを、現地の方とお話しさせていただくことで、
知ることができると思い参加しました。
　僕は種子島で、収穫したスナップエンドウの後片付けや
ジャガイモ掘り、安納芋の草取り等の畑仕事、牛の爪切りの
お手伝いや潮干狩りなど、都会では絶対にできないような
貴重な体験をしました。これらの体験を通して僕は農業だけ
で生活をすることが難しいという現状や、若者と高齢者の間
に農業に対する大きな意識の差があることなど、たくさんの
ことを学びました。これらの貴重な経験を今後の町おこしに
役立つよう活かしていきたいと思います。（辻ちゃん）

　私は普段清掃系のボランティア体験ツアーの企画・運
営を多く行っていますが、外部団体のボランティアに参
加する機会は今まであまりありませんでした。しかし、そ
ういったなかで和歌山県の無人島、友ヶ島でのゴミ拾い
ボランティアを見つけ、参加してみることにしました。現
地では台風などにより、日本国内だけでなく、タイなどか
らのゴミが大量に漂流していました。当日は、学生だけで
なく、子どもから社会人の方まで、総勢80人ほどが参加
し、燃えるゴミ、カン、ビン、ペットボトル合わせて192袋
に加え多くの粗大ゴミを集めることができました。このボ
ランティアに参加して、環境を保護することの大切さ、
そして自らがボランティアの参加者になることで、社会
問題の解決に少しでも貢献できたという喜びを感じ、非
常に有意義な体験をさせてもらいました。(まっすん)

島にとけこむ、旅をしよう。
～村おこしボランティア～ 鹿児島県種子島

無人島ごみひろい in友ヶ島 和歌山県友ヶ島
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し、燃えるゴミ、カン、ビン、ペットボトル合わせて192袋
に加え多くの粗大ゴミを集めることができました。このボ
ランティアに参加して、環境を保護することの大切さ、
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問題の解決に少しでも貢献できたという喜びを感じ、非
常に有意義な体験をさせてもらいました。(まっすん)

島にとけこむ、旅をしよう。
～村おこしボランティア～ 鹿児島県種子島

無人島ごみひろい in友ヶ島 和歌山県友ヶ島
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学生スタッフに聞く

ボランティアとは??

 今回、私たち学生スタッフに対して、ボランティアに
かける想いをインタビュー形式で答えてもらいました。
様々な気持ちを持ってボランティアに関わっているのが

わかっていただけると思うので、
是非ご覧ください！！   

Q1 ボランティアを始めたきっかけは？
ボランティアをしようと思ったきっかけは友達に誘われたからです。
大学に入ってすぐの時、小学校で防災について子どもたちに教えるボラ
ンティアに参加したのですが、今までできなかったような体験ができ、
これからもボランティアをしていきたいなと思いました。みお

Q3 ボランティアの魅力は？その①
ボランティアに参加することで、知らない土地に行ったり、普段は交わ
らない方々と接する機会が生まれたりと今まで知らなかったことに出
会えます！私ってこんなこともできたんだって意外な一面に気づくこと
もあり、本当に発見がいっぱいです！みなっしー

Q2 ボランティアに対する印象は？
ボランティアに対して、最初は"与えるもの"、"自分以外の誰かのために
やるもの"という印象を抱いていました。しかし実際に活動していくうち
に、経験やスキル、仲間と活動する思い出などたくさんの得られるもの
があり、ボランティアとは自分自身の成長へ繋がるものなのだと感じる
ようになりました。

さき

Q4 ボランティアの魅力は？その②
ボランティアの魅力は人との出会いです。わたしはボランティアがきっ
かけでたくさんの友達ができました。ボランティアをしている目的は一
人一人違うと思いますが、そこには楽しみたいという思いが必ずあると
思います。だからみんなで同じことをしていると自然と仲良くなること
ができます。ボランティアは人と人をつないでくれる魔法のようなもの
です。

これつね

Q5 ボランティアの魅力は？その③
ボランティア活動では、普段接する機会の少ない地域の方や学生の方
との出会いがたくさんあります。また、そうした方々との交流を通して、
自分の見方とは異なる見方があることに気づかされることがよくありま
す。ボランティア活動の魅力は、そうした出会いの中で自分の価値観や
世界を広げることができることだと思います。よーだい

Q6 これからどんなボランティアと関わりたい？
お寿司に相撲に七五三、日本ならではの魅力的な伝統や文化を、海外
からはるばる日本へ訪れた留学生たちに伝えるといった、魅力的なボラ
ンティアがあると聞き、とても興味があります。普段の学生生活にちょ
っとした刺激と彩りを与えてくれそうな、貴重な体験ができる活動だと
思うので、ぜひとも参加したいと思っています！おーりん

Q7 ボランティアをやってみたい人へのメッセージ
ボランティアでは多くの人達と交流でき、その交流は新しい自分と出会
えるきっかけになります。そのような人との繋りを含め色々なことを得
られるボランティア、新しいことを初めてみたい人にはとてもオススメ
です！是非私たち学生スタッフと一緒にボランティアしてみませんか？
ボランティアセンターで待ってます!!りょうや
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