
・より多くの方々にボランティア参加の

きっかけになるように作成しました！　（かほ）

・ボランティアに興味をもってもらえたら嬉しいです！

（めあり）

・ボランティアの魅力が伝わりますように作りました！

ぜひ読んでみてください！　　　　　　　　（ぎっしー）

・多種多様なボランティアがあることを知っても

らえたらうれしいです！ 　　（ゆうすけ）

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をはじめ、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！

ｐ1. 2　正解. 3 
17世紀のイギリスで自分達の村や町は
自分達で守ろうと、自ら進んで自警団に
参加する人達のことをボランティアと呼
んだそうです

ｐ3. 4　正解. 2
1995年阪神淡路大震災以降、大勢の
方がボランティアに参加したためボラン
ティア元年といわれています

ｐ5. 6　正解. 1 
ボランタールはラテン語で、自由・正義・
勇気という意味です
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自然の中で農家の方とぶどうの苗の剪定や畑の整備の手
伝いをしました。
農業を実際に肌で感じることや事前に開催された「ぶどう
農家の方の講座」を通して、農家や地域が抱える問題を
考えるきっかけになりました。
また、日常では中々体験することができない貴重な経験を
通して、学生自身が成長できる機会を得ることができまし
た。ぶどう好きにはたまらない素晴らしい経験になりました。

ぶどうボランティア

地域の課題解決にチャレンジ！～羽曵野ブドウをつなぐ会～

地域課題にチャレンジ～ぶどうボランティア～

広報活動、ワインの紹介、試飲の手伝いなどを通して、
ぶどう栽培やワイン作りに関する多くの知識を得ることが
できました。
大勢の方が参加するイベントに運営スタッフとして参加す
ることは責任感を持つことにもつながり、一歩成長できる
ボランティアです。
この活動を機に、地域活性化や農業について関心を持
つことができました。

新酒ワイン祭り2012のお手伝い

ワイン祭り2013運営スタッフボランティア

アユの産卵時期に合わせ、川底を耕し産卵場を整

備することで高槻の芥川に天然のアユが生息しやす

い環境をつくる活動です！

この活動は高槻市のNPO法人芥川倶楽部の活動に

参加させてもらいました。

さらに、活動後に団体から芥川に生息している魚につ

いて教えていただき、自然に触れながら環境保全に

ついて学ぶこともできます！

アユの産卵場を整備しよう！

滋賀県の琵琶湖に生息する外来種である「オオバ

ナミズキンバイ」の駆除を行いました。その後、普段

から駆除活動をされている認定NPO法人びわこ豊穣

の郷の方からお話を聞かせていただき、環境と景観

を保護する大切さを学びました。

琵琶湖に生息する在来種保護のためには非常に大

切な活動です。

琵琶湖ツーリズム！

関大生で考える環境ボランティア

千里山キャンパスでの地震発生を想定した訓練の

一環として行われたボランティアです！

昨年度は献血の広報のお手伝いをさせていただき、

今年度は学生や地域住民の方に提供するためのご

飯の炊き出しとおにぎり作りをしました。

災害時における食事のありがたさや防災に対する意

識を日頃から持つことの大切さも学ぶことができま

す。

防災DAY　2018

備えよう！炊き出し訓練ボランティア

奈良県明日香村にて地域の方と石舞台古墳

をはじめとする史跡に、自分たちで考えたデザ

インを基に灯篭を並べ、ライトアップを行うボラ

ンティアです！デザインが完成した時の達成

感ややりがいは大きいです。

明日香村の歴史を教えてもらいながら散策を

したり、古代衣装の試着のお手伝いなどがで

きるとても楽しいボランティアです！

飛鳥光の回廊

　　体験！!見て！ 来て！

1 2

QUIZ ボランティア発祥の地はどこでしょうか？

① 日本　　　　　② フランス　　　　　③ イギリス

答えは裏表紙へ ⇒⇒⇒

2012
年、

2013
年実施

2011
年～

2016
年実施

2017
年実施

2015
年～実施

2011
年～実施

ここではいろいろな種類のボランティア

体験ツアーの紹介をするよ！

みんなも大学を飛び出して参加してみよう‼

Let’s ボランティア！！

気になるボランティアはありましたか？
過去にはこんなにも楽しそうなボランティアがたくさんあり、今でも続いているものもあります。

他にも外部のボランティアも紹介しているので、少しでも興味のある方はボランティアに参加してみてください‼
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一言にボランティアといってもいろんな種類の活動があります。

どんなボランティアに参加したらいいかわからないあなたに…！

関西大学ボランティアセンターで企画している体験ツアーの中からオススメのボランティアを紹介します。

回答が複数あっても何度やっても大丈夫！オススメのボランティアは1つとは限りません。気軽にやってみてください！

活動するならどの辺りがいい？

どちらの方が
やりがいを感じられそう？

どちらの方が
やりがいを感じられそう？

千里山キャンパス周辺

梅田の街を
キレイにする

ボランティアをするなら？ボランティアをするなら？ 交流するなら？交流するなら？

短時間で
パパッと

地域の方々と 学生と1日かけて
ガッツリ

子どもと触れ合う
のは好き？

子どもと触れ合う
のは好き？

Yes No

みんなで協力して1つの
作品を作り上げるのは好き？

みんなで協力して1つの
作品を作り上げるのは好き？

Yes No

梅田の街を
光で彩る

梅田エリア 高槻エリア
関西大学のキャンパス
から離れたエリア

4ページ

Eへ

4ページ

Bへ

4ページ

Bへ

4ページ

Dへ

4ページ

Aへ

4ページ

Dへ

4ページ

Cへ

4ページ

Bへ

QUIZ 日本におけるボランティア元年

とは西暦何年のことでしょうか？

① 1923年　 　② 1995年　 　③ 2011年

答えは裏表紙へ ⇒⇒⇒

皆さん、いかがでしたか？関西大学ボランティアセンターが企画しているもの以外にも、

まだまだ色々な種類のボランティアがあります。

皆さんのご参加を学生スタッフ一同、心よりお待ちしています！！

今のあなたに！

への道しるべ

オススメボランティアオススメボランティア

あなたにオススメのボランティアは…

『河川の清掃ボランティア』AA
河川の清掃ボランティアで

は、主に河川敷にあるゴミを

拾います。

ボランティアセンターでは、淀

川や大和川の清掃ボランティ

アをしています。河川敷のゴミを拾うことで、大阪湾

へのごみの流入を防ぎ、多くの人が河川敷を気持

ちよく利用できるようにする、環境と景観を保護す

るボランティアです。私たちと一緒にか河川敷をき

れいにしましょう！

あなたにオススメのボランティアは…

『地域清掃ボランティア』BB
地域清掃ボランティア

では、主に道路や溝

に落ちているゴミを拾

います。

ボランティアセンター

では、お昼休みや空き

コマを使って関西大学周辺の清掃をするボランティ

アをしています。手軽に参加できることで定評がある

このボランティアは、千里山・梅田・高槻ミューズの

主に3キャンパス周辺で実施しています。多くの時間

を過ごしているキャンパスの周辺を、あなたの力で

キレイにしてみませんか？

あなたにオススメのボランティアは…

『花植えボランティア』CC
花植えボランティアでは、花

壇の手入れをしたり、花の苗

を植えたりします。

ボランティアセンターでは、

JR・阪急高槻市駅周辺で、高

槻市の団体の方々と花壇の手入れや花の苗植え

をし、高槻の景観の美化とその保持に関するボラン

ティアをしています。高槻を美しい街にするお手伝

いをしてみませんか？

あなたにオススメのボランティアは…

『子どもと関わる
　　　　　　　　　ボランティア』

EE
子どもと関わるボランティアで

は、子ども達とゲームなどをし

て、楽しみながら学んでもらう

機会を提供します。

ボランティアセンターでは、関

西大学の博物館開催の「キッ

ズミュージアム」というイベントや学園祭などで子ど

も達と触れ合うボランティアをしています。日頃あま

り関わることがない子ども達と一緒に活動できる

チャンスです！子ども達と関わる大切さや楽しさを

あなたも経験してみませんか？

あなたにオススメのボランティアは…

『キャンドルボランティア』DD
キャンドルボランティ

アでは、自分たちで考

えたデザインを基に

キャンドルを配置・点

灯し、地域活性化の

為のイベントを盛り上げます。

ボランティアセンターでは、奈良県明日香村では

「飛鳥光の回廊」で代表的な史跡・寺社・施設を、千

里山キャンパス周辺では「千里キャンドルロード」で

公園を、梅田キャンパス周辺では「梅田キャンドル

ナイト」で梅田の街を、キャンドルの明かりでライト

アップするボランティアをしています。キャンドルの

淡い光が織りなすロマンチックな雰囲気を、私たち

と一緒につくってみませんか？
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チャンスです！子ども達と関わる大切さや楽しさを
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里山キャンパス周辺では「千里キャンドルロード」で

公園を、梅田キャンパス周辺では「梅田キャンドル

ナイト」で梅田の街を、キャンドルの明かりでライト

アップするボランティアをしています。キャンドルの

淡い光が織りなすロマンチックな雰囲気を、私たち

と一緒につくってみませんか？
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～ボランティア体験ツアー参加までの流れ～
ボランティアしてみたいな〜

でもどうしたらいいかわからへん！

ボランティア体験ツアーとは、ボランティアセンター学生スタッフが関大生に気軽に参加

してもらえるように企画しているボランティアです。当日も関大生と交流しながら楽しく

活動できます！始めの一歩として体験ツアーに参加してみませんか？

ボランティア情報をチェックしようボランティア情報をチェックしようボランティア情報をチェックしよう

関西大学インフォメーションシステム「お知らせ」では、ボラン

ティアセンターより随時ボランティア活動に関する情報を配信し

ています。ぜひ、チェックしてみてください。

stepstepstep

111

ボランティアを紹介してもらおうボランティアを紹介してもらおうボランティアを紹介してもらおう

千里山キャンパス凜風館1階にあるボランティアエリアでは、月

曜日～金曜日の２時限～５時限の間、学生スタッフが待機し、

みなさんのご質問やご相談を受け付けています！

stepstepstep

222

ボランティア体験ツアーに参加しようボランティア体験ツアーに参加しようボランティア体験ツアーに参加しよう

ボランティア体験ツアーに参加すると、新しい体験や様々な人

との交流ができます。私たち学生スタッフと一緒に、ボランティア

を通して新しい世界に踏み出しましょう。

stepstepstep

444

自分で申込もう自分で申込もう自分で申込もう

活動したいボランティア体験ツアーに申込んでみましょう！友達

との参加も、もちろんOK！

stepstepstep

333

Qどんなボランティアですか？

Q 活動をしてどうでしたか？

ベトナムのハノイから40kmほど離れた村の幼稚園で、

新しい運動場の建設のサポートと、子どもたちへの授業

を行うボランティアに参加しました。

子どもたちはとても元気で、休み時間はみんなで走り回っていました。運動場を

作る作業は、少し大変でしたが、他の国の方たちとも協力して予定よりも早く完成させるこ

とができました。最後に、子ども達や仲間と別れるのが寂しいと思うほど、交流できまし

た。同じ年代の人も大勢いて、普段関わることのない海外の方々と交流で

きたので、参加してよかったと思いました。

まもる君紹介コーナー

みなさん！まもる君を知っていますか？

まもる君は関西大学ボランティアセンター

のマスコットキャラクターです！名前 まもる君

誕生
子ども達向けの防災啓発関係のボランティアで作られた

キャラクターです。

一言
ボランティアは、堅苦しいと思われがちですが気軽に参加

できますよ！様々なボランティアに一緒に参加しよう！

Q 「ボランティア」の語源は？

① ラテン語のボランタールという単語 ② ボランティアを初めてした人の名前

③ ボランという国名が由来 ④ 元々ボランティアという職業があった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答えは裏表紙へ ⇒⇒⇒
5 6

連載第２２回学生スタッフボランティア体験隊

＜幼稚園での運動場建設と授業の実施inベトナム＞

ここでは、実際に学生スタッフが海外で行ったボランティアの体験談を紹介します。
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