
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

                                             

                                   

                                  平成２１年７月１日号 

神奈川大学 

                                  学生ボランティア支援室通信 

                                  ＮＯ.２ 

Your field＝あなたの夢（世界）ボランティアを通して見つけてもらいたい。 

と言う想いから名づけました。                        

ボランティア支援室では、夏休みに「神大生の皆さんにボランティアを体験してほしい！」という思いから、ス

タッフおすすめの夏ボラを紹介しています。今年は、子ども、福祉、国際理解、環境、と様々な分野のボランティ

アがそろっています。そして、スタッフも実際に体験して、「初めての方でも安心して行えるボランティア」や「子

どもたちとのお出かけやイベントを行うボランティア」、その他にも「合宿型のボランティア」など、自分の興味に

合わせて選ぶことが出来ます♪具体的にどんなボランティアがあるのかは次のページをご覧下さい。 

夏だ   今年こそ！ 

ボランティアしよう！！ 
今年の夏休みにボランティアしてみませんか？ 

 私たちスタッフは、皆さんのボランティアをするきっかけ作り

をしたいと思っています。「ボランティアをしたことがない」「ボ

ランティアをしたいけど不安」という方も是非ボランティア支援

室まで相談に来て下さい。楽しそうだから、思い出を作りたいか

ら、という理由でも OKです。まずは実際に体験してみましょう。

ボランティアを行い、たくさんの人たちや自分とは違った価値観

の中で活動することで、今までとは違った自分が見えてくるかも

しれません。きっと。貴重な経験となり、今後のステップアップ

につながるはずです！！ 

☆相談期間☆ 

７月１日（水）～３日（金）、６日（月）

７日（火） 

１７号館２４教室ボランティア支援室に

て！！ 

 相談期間は、７月１日（水）～３日（金）、６日（月）、

７日（火）までとなっています。この期間には、ボ

ランティア団体の詳細・ボランティア保険につい

て・申し込みについてなどの説明があります。申し

込み締め切りは、７月１６日（木）までです！ 

受付は、ボランティア支援室にて行っています。 

 もちろん、相談は７日以降でも行っていますので、

迷っている方も是非お越し下さい。お待ちしていま

す♪♪ 



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

夏 休 み 

ボ ラ ン テ 
 

ィ ア 特 集 
 ここからは、この夏！おすすめのボランティアを紹介します♪♪ 

初めての方でも気軽に行えるもの、イベント型のものなど、本当におすすめできるボランティア

ばかりです！きっと、あなたにぴったりなボランティアが見つかるはずです。 

☆長期型ボランティア 

 自分の都合に合わせ、継続してボランティア活動を行えます。もちろん１日からでも OK です。 

 

[NPO 法人 びーのびーの] 

 乳幼児を対象に、室内外で一緒におまま

ごとや水遊び、散歩などをして遊びます。 

日時：８～９月中。平日の１１時～１６時。 

場所：東横線「菊名」駅から徒歩３分。 

備考：事前にボランティア説明会があるの

で参加すること。 

７月１８日（土）１０時～１１時３０分 

[NPO 法人 楠の木学園] 

 生徒さんと一緒に、和太鼓、調理、体育

などの授業に参加します。 

日時：９月中。平日の９時～１５時３０分。 

場所：JR 横浜線「小机」駅から徒歩３分。 

備考：運動しやすく、露出の少ない服装で

参加すること。 

[大口大ぱれっと] 

小学生と一緒に元気良く遊ぶボランティア

です。 

日時：８月中。時間は相談。 

場所：東横線「妙蓮寺」駅から徒歩８分。 

備考：動きやすい服装、靴で参加すること。 

[ふりーふらっと野毛山] 

小・中学生と一緒に汗を流して遊び、宿題や

勉強のサポートも行います。 

日時：８月中。時間は相談。 

場所：京急線「日ノ出町」駅から徒歩１０分。 

   市立中央図書館のそばです。 

[放課後キッズクラブ] 

 小学校施設を活用して「遊びの場」と「生

活の場」を兼ね備え、小学生と一緒に遊び

ます。 

日時：月～土曜日。８時３０分～１９時。 

場所：横浜市内の小学校２０ヵ所から選ぶ。 

備考：簡単な面接があります。 

[野島青少年研修センター] 

 研修センターで、子どもたちの「お兄さん、

お姉さん」として一緒に遊んだり、イベント

のサポートをします。 

日時：随時センターにて体験会があります。 

場所：シーサイドライン「野島公園」駅から

徒歩８分。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[片倉三枚地域ケアプラザ] 

 高齢者の方にお茶出し、卓球などのゲーム

相手やお話し相手としての活動です。 

日時：８月中。時間は相談。 

場所：市営地下鉄「片倉町」駅から徒歩１０

分。 

[かながわ地域活動ホーム ほのぼの] 

 障がいのある方と触れ合うボランティアで

す。 

日時：８月、９月中。 

場所：市営地下鉄「片倉町」駅から徒歩８分。 

[ほっと・館] 

 ハンディキャップを持つメンバーたちが活動す

る地域作業所です。Ｔシャツ作り、外出、家庭菜

園などを行います。 

日時：月～金 １０時から１５時 

場所：「センター南」駅から徒歩１５分。 

☆短期型ボランティア 

 子どもたちとお出かけをしたり、イベントなどのお手伝いを行う、比較的短期間のボランテ

ィアです。（オリエンテーションや研修会に参加することが条件となります。） 

[レクリエーション サポートボランティア] 

障がいのある子どもたちのサポートを行います。 

オリエンテーション：７月１１日（土）神奈川区社会福祉協議会 

レクリエーション：１日目、８月３日（月）運動会（神之木地区センター） 

         ２日目、８月１１日（火）八景島シーパラダイス 

備考：オリエンテーションとレクリエーション（２日間）全てに参加できる方。 

締切り：７月４日（土）  

[つづき夏の遊び場] 

 障がいのある小学生・中学生・高校生と一緒に楽しく遊びます。 

研修会：７月１１日（土） つづき地域活動ホームくさぶえ 

顔合わせ会：[小学生コース]８月８日（土） [中高生コース]７月２６日（日） 

活動日：[小学生コース]８月２０日（木）プール活動、２１日（金）バスハイク 

    [中高生コース]８月５日（水）室内レク、６日（木）外での活動 

備考：研修会、顔合わせ会、活動日２日間全てに参加できる方。締切り：７月１０日（金） 

[ジュニアフレンド] 

ハンディのある子どもたちと一緒に遊ぶボランティアです。日によって様々なコースが決まっていて、希望する

コースを自由に選べます。カレー作り、ハンバーガー作り、プール遊びなどがあります。 

日時：７月３０日〈木〉～８月１８日（火）の中から好きなコースを選ぶ。 

備考：希望する全ての日程に参加すること。ボランティア初参加の学生も歓迎です。 

締切り：７月１２日（土） 

[mi casa, tu casa] 

 中南米出身の小中学生に日本語で勉強のサポー

トを行います。皆で遠足に行ったり、パーティーなど

のイベントもあります。スペイン語が分からなくても

大丈夫です！ 

日時：毎週土曜日（第１から第３） 

場所：大和市国際化協会（小田急線「鶴間」駅から徒

歩１５分。） 



 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[NPO 法人 子ども応援ネットワーク] 

 夏休みに障がいのある子どもと一緒にお出かけをします。海水浴に山登りなど、楽

しいイベントがたくさんあります。 

日時：７月２９日（水）～８月２５日（火）の中から好きなコースを選ぶ。 

備考：７月上旬にある事前説明会に参加すること。ボランティアさんには、マンツーマ

ンでお子さんの担当をしてもらいます。 

締切り：７月上旬。お早めに！！ 

[クーピーファッションアートグループ] 

 障がい者（児）の方が描いた絵を「ビックアート」へと仕上げます。みん

なで描くということで「ひとつ」になれます。そして、ビックアート製作を通

して、障がい者（児）の方やその両親、またボランティアの方で多くの感

動を分かち合うことができるイベントです。 

日時：８月１０日（月）～１６日（日） 

備考：Y１５０でのイベントです。 

 

☆合宿型ボランティア 

多くの仲間と楽しい共同生活をしながら、活動するボランティアです。 

[富士山国際エコキャンプ村] 

～国際ワークキャンプ～ 

 国内外から約 100名の青年が集まり、１週間の共同生活を送りながらワークキャンプを行います。

仲間と楽しい共同生活をしながら、地域支援に汗を流します！具体的には「ごみ拾い」「バラ園」「酪

農」「森林」「福祉」の中から１つを選択し、各グループに分かれてボランティアワークを行います。

そして、環境についての勉強会もあります。 

 １週間の共同生活を送り、最後には皆が「ひとつ」にまとまります。そして、国境を越えた出会

いと感動が味わえます！今年は２４日、２５日に富士山の清掃登山も行います。詳細はチラシで！！ 

日時：８月１６日（日）１１時 ～２２日（土）１４時３０分[６泊７日] 

場所：国立中央青少年交流の家（静岡県御殿場市） 

備考：参加費９,６００円 

締切り：８月１０日（月）  

 今年の夏！あなたも富士山国際エコキャンプ村に参加

してみませんか？きっと、良い仲間、良い思い出ができる

はずです！ 

 そして、今回は実際に活動を行っている、富士山国際エ

コキャンプ村のスタッフの方にお話をお伺いしました。 

 次のページへ！！ 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                                            

 
 こんにちは。人間科学部体育健康コースの井上泉です。 

去年の夏にふらっと立ち寄ったボランティア支援室で紹介されたことがきっかけで「富士山国際エコキャンプ村」に参加しま

した。そして今年は「富士山国際エコキャンプ村」のスタッフをしています。 

少し長いかもしれませんが最後まで読んでもらえると幸いです！ 

 東京の外に出たい、森とか自然に触れ合いたい、海外からの人と交流したい。コレにぴったりだったのがこの「富士山国際

エコキャンプ村」略してエコキャンでした。 

実際に参加して人の多さに唖然！多いし、一人で参加したし、友達できるのかな！？という不安でいっぱいでした。行きのバ

スでは参加者っぽい人が隣に座っているけどどうしようかな、、と結局話かけず。だけど何日かして仲良くなった友達があの

時隣に座っていた友達だったり！なんて偶然なのか必然なのか、そんな出会いもありました。ある時、グループワークで話し

合ったことを自分が前に出て発表するはずがまとめられず、ひどく落ち込みました・・・だけど、友達が励ましてくれたり、

慰めてくれるんですよね。励ましや慰めがあったから今の自分があると思います。当たり前すぎて気付かない事、お互いが協

力することの大切さや、一人では何も出来ないことを改めて再確認しました。海外からの参加者は日本語が分からない人もい

ました。中には３ヶ国語話せる人もいました。やはり日本人とは違う雰囲気を持っているし、それを身近に感じることができ

て楽しかったです。英語が話せないし、日本語は通じないし、だから余計に相手を知りたくなる。日本語が通じなくたって楽

しく過ごせるんだなって思いました。 

 ワークに関しては自分が実際に体験し、その後林業が抱えている問題を話し合いました。ここでは皆、本音で語ってくれま

した。だからこそ自分も本音で語ることができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。その他には全員で富士さん

のごみ拾いを行いました。なんでこんな所にごみ！？と驚きと怒りと悲しさを感じました。ワークを通して、私たちが普段知

ることのできない問題を知ることができました。こういった問題は普段の自分とは離れすぎたり、身近すぎて気付かなかった

り、自分とは関係なかったり、他人のせいだったり。中々問題に目を向けないことが多いような気がします。しかし、こうい

った問題は必ずどこかで私たちと、何らかの形で関わっています。でも今すぐ解決できる問題でもありません。だからと言っ

て私たちが大きいことをやれる訳でもありません。 

 だからこそ、私はワークで知った問題をキッカケに自分にできる小さな事をやろうと思いました。大きなことで問題を解決

するのも手だと思います。それでも私は、多くの人の小さな力がコツコツと積み重なっていくことの方が大きな力だと思いま

した。 

 私に出来る小さな事、それはこの「富士山国際エコキャンプ村」のスタッフになり、皆にキッカケ作りの場、楽しんでもら

う場を提供することだと思いスタッフになりました。あと２か月もしないうちに本番が訪れます。短い期間だけれども皆に楽

しい夏を過ごしてもらえる様に日々企画、広報にいそしんでいます。この夏に一歩踏み出し、新たな出会いが始まり、そこか

ら更に自分を広げてみませんか？ 

 最後まで読んで下さりありがとうございました。 

富士山国際エコキャンプ村スタッフからのメッセージ 

 貴重なメッセージをどうもありがとうございました。少しでも多くの人に届けたいと思います！！ 

ボランティア支援室スタッフ一同                          

 たくさんの団体を紹介しま

したが、興味のあるボランテ

ィアは見つかりましたか？各

団体についての詳細や申し込

みは、ボランティア支援室の

スタッフに尋ねください。 

●写真コーナー 

▲エコキャン 森林のワーク ▲mi casa,tu casa 勉強のサポート 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リニューアルしました☆☆ 

                  最近、ボランティア活動を始めとした社会に貢献する事をし

たい。             したい、と言う学生をよく見るようになりました。理由は様 
                 々聞きますが、中でも自己発見をしたい。と言う話が圧倒的な

気がします。また最近では、人と話すのが苦手だからボランティアをして克服したい。なんて話

も聞きます。いずれの理由も、ただ興味があるからボランティアをする。という訳ではなく、自

分自身のスキルアップの為にボランティアをする。という感じがします。もちろん素晴らしい理

由です。是非ボランティアを通して、自己発見をして頂きたいです。また、それと同時に日本の

社会の現状を肌で感じてもらいたいです。 

 今は、昔の様な差別は無くなった。と言う方がいますが、本当にそうでしょうか。私たちが見

て見ぬ振りをしている所を、ボランティアを通じて知ってもらいたいと思っています。 

 それこそが、あなたの人生にきっと役立つはずです。  （自治行政学科 ２年男子） 

 

スタッフ 

メッセージ 

発行：神奈川大学横浜キャンパス ボランティア支援室 

〒２２１－８６８６ 

神奈川県 横浜市 神奈川区 六角橋 ３－２７－１ 

神奈川大学 横浜キャンパス １７号館２４教室 

開室日時：月曜日～金曜日 １０：００～１７：００ 

TEL:０４５－４８１－５６６１（内線４２３６） 

FAX:０４５－４８１－２７３６ 

E-mail：vol-center@kanagawa-u.ac.jp 

HP: http://www.hs.kanagawa-u.ac.jp/volunteer/ 

 
 あなたもボランティア支援室のスタッフになりま

せんか？ボランティア支援室には数多くのボランテ

ィア情報が集められているので、来室者にボランティ

アを紹介するだけではなく、自分自身がボランティア

をするきっかけも得ることができます。ここで活動す

ることで、自分の世界を広げることができると思いま

す。少しでも興味のある方は、気軽にお越し下さい♪ 

♪学生スタッフ募集♪ 

☆☆ボランティア支援室ホームページ 

ボランティア支援室の活動やボランティア情報、お知ら

せなどをチェックすることができます！！ 

まずは[神奈川大学ボランティア支援室]で検索！ 

 
 サンクステンプ（障がい者雇用促進研究所）の「よ

こはま夢工房」から神大の卒業生の方が来訪されまし

た。 

 サンクステンプでは、障害を持ちながら働く意欲の

ある方々が活動しています。そして、「よこはま夢工

房」では、知的障がい者の方を中心に日々たくさんの

クッキーを作っています。障害の有無に関わらず、安

全、高品質のクッキー作りを目指しているとのことで

す！ 

 支援室スタッフもクッキーを頂いたのですが、「美

味しい！」と、とても評判でした。なんと！！「よこ

はま夢工房」のクッキーが７月初旬より神大生協でも

販売されます！そして、「障がい者の就労現場」とし

ての見学も行っているので興味のある方は、ボランテ

ィア支援室まで！！ 

    

 

神大卒業生来訪！！ 

よこはま夢工房での

クッキー作りの様子

です。 

 


