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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。 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

新学期が始まったと思っていたら、あっという間に 7 月になってしまいましたね。今月は課題の提出、

新入生の皆さんには初めての期末試験など忙しい日々が始まります…が！気分の早い人は試験後に

待っている長い夏休みの計画を既に作り始めているのではないでしょうか?帰省、アルバイト、旅行、夏

祭り、車の免許取得、etc... 楽しい夏休みを迎えられるようにがんばりましょう！！ 

さて、皆さんはボランティアをしたことがありますか？「ボランティア」と言われると「大変そう」、「私に

は出来そうにないかも…」と思っている人が多いのではないでしょうか？？でも大丈夫です！ボランティ

ア支援室には今までボランティアをしたことがない人でも気軽に参加出来るボランティア情報がたくさん

集まっています。私たちスタッフも最初はボランティア未経験者ばかりでしたが、活動を通して様々なこ

とを学びました。ぜひ皆さんもこの夏休みに新しいことに挑戦してみませんか？ 

 



  7 月 1 日開催 
神奈川大学 学生ボランティア活動支援室 協賛 

 

Change JINDAI! とは？ 

皆さんで神奈川大学のイメージを変えちゃおう! 総勢 300 人のゴミ拾いイベント...それが Change JINDAI! 2012

です！！神大周辺をチーム対抗総勢 300 人で面白く、そして楽しくゴミ拾いをしちゃいます!! 

 このイベントは、ただゴミ拾いをするのではなく、6 人 1 組のグループを組んで『この場所を探せ!』『協力して謎を

解け!』 等のミッションがあり、クリアしたらポイントを付与します。最終的には拾ったゴミの量のポイントと、ミッショ

ンで得たポイントを合計して、順位を競います。もちろん上位入賞者には景品もあります!! 

神大生はもちろん、他大学の方等とも交流をしながら楽しくできるゴミ拾いになっています。 

 

誰でも参加可能 

友達同士や、サークルやゼミの仲間と… 

もちろんお一人での参加も大歓迎です♪ 

・神大生じゃなくても、誰でも参加できます 

＊楽しいことがしたい 

＊友達を増やしたい 

＊ボランティアがしたい 

＊神大がすきなひと 

・なんとなく興味のある方大歓迎です☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：神奈川大学 学生ボランティア活動支援室  

〒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 １９号館３０５室  

開室日時：月曜日～金曜日  １０：００～１７：００ 

※13:00～14:00はお昼休みのため休室しています 

TEL:０４５－４８１－５６６１（内線４４４０）  

FAX:０４５－４８１－２７３６  

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

E-mail：ku.vol.center@gmail.com 

ボラ室公式のtwitter 

やってます♪ 

アカウント：@volstaff 

是非フォローして下さい☆ 



 

ボランティア支援室とは？ 
  

 

ボランティア支援室とはサークル活動ではなく、重要な役割を果す大学の組織のひとつです。活

動予算が与えられ、担当教員のサポートの元に、学生がその運営にあたっています。 

 

【活動内容】 

 ボランティア支援室では、ボランティア体験を希望する神奈川大学の学生に、活動の場や機会

を紹介しています。学内外から集められた様々なボランティア活動情報の中から選ぶことができ

ます。また、ボランティア活動は未経験の方でも、スタッフが相談に乗りますので、自分の学習

や生活のスタイルに合った活動を探すことができます。 

 

【スタッフ】 

男 15 人女 18 人の総勢 33 人です 

 

 

 

 

 

【利用案内】 

 ボランティア支援室は神奈川大学の学生であれば、どなたでもご利用いただけます。利用にあ

たり、事前の予約や登録などは一切不要です。また、サークル活動ではありませんので、入退会

の届出などはありません。  

開室時間 

 月～金曜日  11：00～13：00   14：00～17：00 

 

【活動場所】 

19 号館 305 号室です。 

(生協がある建物が 19 号館です)  

 

 

 

 



2012 年ボランティア支援室の活動報告 
 

 
 

第 2 回「学生たちで行く学生のための陸前高田交流ツアー」in やはぎすぎっこ村 

日時：3 月 21-23 日 

場所：やはぎすぎっこ村 

     （陸前高田市矢作町金屋敷） 

参加者：神奈川大学ボランティア支援室、 

     神奈川大学、学生団体 Air.(２５名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 3 月 21 日~23 日、ボランティア支援室のスタッフが二泊三日で岩手県陸前高田市にボ

ランティアに行ってきました。NPO 法人 Aid TAKATA と学生団体 Air.の陸前高田市支援活動に

参加しました。陸前高田市にボランティアに行くことは初めてで、主に現地視察と地元の方との

交流をしました。津波の被害を受けた地域を見て言葉を失いました。これからも活動を続けてい

けたいと思います。                       

                               

                                      

 

 

 

 

 

Aid TAKATA のＨＰはこちら→ http://aidtakata.org/ 

【主なプログラム】 

3 月 21 日 

陸前高田市の勉強会 

講演会 きのこの SATA 販売 

     佐藤社長 

3 月 23 日 

市街地視察 

（旧市役所、体育館、高田高校等） 

野菜の種まき 

もちつき体験 

高田音頭 



 

 

 

４月２９日(日)に神奈川大学ボランティア支援室では湊フェスタに参加しました。これは沢渡

中央公園・横浜市民防災センターで開催されたもので、当日は復興支援学生団体 Air の皆さんと

活動を行いました。今回ボランティア支援室では「本の架け橋プロジェクト」をしました。これ

はブースに来てくださった方に本を読んでもらい、その本がどういったものなのかがわかるよう

に帯を書いていただくというものです。ボランティア支援室のスタッフは本の架け橋プロジェク

トの趣旨を説明し、本を勧める仕事をしました。 

 

ブースに来てくださった方は主に子供たちや同伴していた保護者の方でした。子供たちは自分

の興味のある本、保護者の方は昔読んだ本を懐かしそうに読みながら帯を書いている、といった

印象を受けました。 

また、空き時間には湊フェスタに来場している方々に本の架け橋プロジェクトを宣伝しに行き

ました。 

 

今回の活動は自分たちが何かをする、というよりも他の人に作業をしてもらうという感じでし

た。しかしその中でもスタッフがそれぞれするべきことを考え、行動できたように思います。ま

た、自分たちのブースだけではなく他のブースに行ったり、模擬店などに行ったりして、フェス

タを楽しむことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

夏のおすすめボランティア 
 

 

 

HONU は神奈川大学で、障害を持ちサポートを必要としている学生のお手伝いを行なっていま

す。 

現在の HONU は人手が不足していますが、これからサポーターを増やすことで、活動の幅を広

げていこうと考えています。 

 

【内容】学内でのトイレ介助のサポートを主にしています。有償ボランティアなので、興味のあ

る方はぜひボランティア支援室または水曜日の昼休みに 20-106 教室までお越しください！ 

 

 

 

 

NPO 法人のびーのびーのは乳幼児とその家族が集まって、一緒に遊んだりおしゃべりするところ

です。 

 

ボランティアやスタッフの方々、地域の人たちとともに 0 歳から 3 歳くらいまでの乳幼児を対象

として遊びや成長を見守り、出会いの場を作ります。 

 

事前に学生ボランティアのための説明があるので、初心者の方でも安心です。 

特にこどもが好きな学生大募集です。 

 

【場所】東横線「菊名駅」西口より徒歩 2 分 【日時】要相談 

 

 

 

 



 

 
 

ふりーふらっと野毛山は、青少年が気軽にふらっと立ち寄り、過ごすことができるみんなの居場

所です。放課後や休日には子どもたちが遊びにきます。そこで夏休み中に子どもたちの宿題や勉

強のサポートや、一緒に遊んでくださる方を募集します！！ 

興味のある方はまず事前説明会にご参加ください。 

 

【ボランティア期間】  

7 月 23 日(月)～8 月 25 日(土) 

13 時～18 時のうち 3 時間程度 

 

【対象】 

高校生～24 歳の方 

期間中 5 日間程度活動できる方 

 

【事前説明会】 

(一日は必ず出席してください。) 

①7 月 10 日(火)18 時～19 時 

②7 月 14 日(土)13 時～14 時 

③7 月 18 日(水)18 時～19 時 

申し込みは電話または FAX で 

 

【アクセス】 

横浜市青少年交流センター 桜木町/日ノ出

町駅下車徒歩 10 分 

電話 045-241-0674 FAX045-242-0959

 

 

お話し相手やレクリエーション企画の補助、ドライヤーをかけるどのお手伝いをしてくれるボ

ランティアさんを 7 月から随時募集しています！ 

また、8 月 6 日(月)～11 日(土)まで、夏祭りを行なうので、その時にゲームや出し物などのお手

伝いをしてくれる方も募集中です☆ 

 

【日時】月～土曜日 

午前：10 時半～12 時  午後：13 時半～15 時 

（ボランティアは一日通して行うことも可能です） 

【場所】  

市営地下鉄「片倉町駅」より徒歩５分

 

 



 

 
 

★横浜市西区ＢＢＳ会★ 

（子どもと関わるボランティア／更生保護、非行防止） 

 

非行に走ってしまった少年少女をはじめ、問題を抱える少年たちは、まわりの協力が必要な時

があります。私たち BBS は、様々な問題を抱える少年たちと一緒に遊んだり、一緒に悩んだり、

勉強を教えたりして少年たちの成長をお手伝いするボランティアです。 

少年と年の近い私たちだから、もっと少年の気持ちになって考えて行動することができると思

います。お兄さんやお姉さんのような、身近な存在に感じてもらえることを目指して一緒に活動

しませんか？ 

また BBS 会は日本全国にあるため、多くの仲間を作ることもできます。 

 

 

【主な活動】 

・ともだち活動 非行に走ってしまった少年少女をはじめとして、「ともだち」の立場で相

談相手になったり学習支援をしたりします。 

・児童自立支援施設訪問 

        月に一回訪問して少年たちとスポーツを通して交流を図ります。 

・研修会    自分たちの活動を見直したり、意見交換などをして知識技能の 習得をし

ています。 

 

毎月第２水曜日の２０時～南幸自治会館（横浜駅から徒歩 10 分） 

で定例会を行なっています。 

少しでも興味のある人は是非！見学に来てください♪ 

知識や経験などは不要です!！ 

 


