「成蹊ボランティア 2015 秋の見本市」
2015 年 11 月 2 日（月）～11 月 6 日（金）
。

成蹊大学 6 号館 1 階ふらっとコモンズ
成蹊大学 6 号館地下 1 階カフェ＆ホール Commichi

【日程】
2015 年 11 月 2 日（月）12:00 ～

11 月 6 日（金）

17:00

【見本市会場】
大学 6 号館 1 階 ふらっとコモンズ、地下 1 階 カフェ＆ホール COMMichi
※見本市期間中開催イベントにつきましては、イベント毎に会場が異なります
【内容】
成蹊大学の学生・教職員によるさまざまなボランティア活動や社会貢献活動に
ついて、パネル展示、チラシ・パンフレットの配布、6 号館カフェのモニターへ
のスライド上映などを行います。
また、見本市期間中にさまざまなイベントを開催します。
【主催】成蹊大学ボランティア支援センター
【運営】「成蹊ボランティア 2015 秋の見本市」学生チーム

成蹊ボランティア 2015 秋の見本市
出 展 内 容
① 学生ボランティア本部 Uni.
幅広い分野のボランティア活動への参加や、ボランティア活動の企画を行ってい
ます。環境・教育・国際・地域・福祉の 5 つのチームでの活動を中心に、東北プ
ロジェクト、Unimal プロジェクト（動物愛護の活動）
、Exceed Walk プロジェ
クト（チャリティウォーク活動）ゆめはかせプロジェクト（絵本の読み聞かせ）
などを行っています。

② 学生環境委員会（桃球）
成蹊大学内や学園周辺の環境活動および、学生のエコへの意識・関心を高めるた
めの活動を行っています。
1 号館のグリーンカーテン（ゴーヤ）整備による壁面緑化活動、エコバスツアー、
トラスコンガーデンにおけるごみ分別啓発活動、フレッシャーズ講座での、環境
活動に関する授業を担当などしています。
③ 学生ネットワーク STOCK
東京都内で東北支援を行っている大学生の交流の場（ネットワーク）をつくって
います。東北復興活動を行う学生団体の交流会や、合同物産展の開催、防災イベ
ントの企画、
「市民社会をつくるボランタリーフォーラム TOKYO」
（主催：東京
ボランティア・市民活動センター）への出展などを行っています。

④ CFF チーム成蹊
NPO 法人 CFF（Caring for the Future Foundation）ジャパンという国際
協力団体が主催するワークキャンプやスタディツアーに参加した成蹊大学生で
構成しています。
主な活動内容は、CFF のワークキャンプ、スタディツアーの授業内広報や個別
説明などをして、海外ボランティアをしてみたい人をむすびつけます。
⑤ 参考書宅救便（成蹊大学支部）
東北の子どもたちの学習支援を目的とした、不要になった参考書の回収・寄付
活動や、福島県南相馬市での学習支援活動、東北の子どもたち向けのオープン
キャンパスツアーを実施しています。
11 月 21 日（土）
・22 日（日）の欅祭では、写真展を行う予定ですので、ぜ
ひこちらにも来てください！

⑥ TFT@Seikei
世界の人口 70 億人のうち、飢えに苦しむ人たちは 10 億人。一方で肥満
など食生活が原因となる生活習慣病に苦しむ人も 10 億人といわれてい
ます。TFT(Table For Two)は、この食の不均衡を解消しようと立ち上
がった、日本発の社会貢献活動であり、私たちはその成蹊大学支部として
活動しています。

⑦ オックスファムクラブ成蹊
オックスファムは、イギリスで設立された、貧困のない公正な社会を目指
す国際的 NGO です。オックスファムクラブは、オックスファムジャパン
の地域の担い手としてキャンペーン活動を推し進める他、キャンパスを
拠点に啓発活動や認知度向上をはかる活動を行っていきます。

⑧ 成蹊メディアクラブ
成蹊メディアクラブは、あなたのやりたいことを形にするサークル！
学生活動の応援、情報発信、作品制作、発表の場の提供を主な活動とし
ています。年４回刊行のフリーマガジン「momo」
、ポスター、映像、音
楽などメディアを通した作品の制作（今回の見本市期間中に開催する、
大交流会のフライヤーも手がけました）や、講演会、イベントの開催な
ど、幅広く手がけています。

⑨ 理工学部 人間工学研究室
人間工学研究室は、一般者だけでなく障害者にとっての生活やライフスタイ
ルの向上を視野に入れて研究しています。
研究テーマの 1 つとして障害者スポーツ支援、とりわけ昨年日本でワール
ドカップが開催されたことで話題となったブラインドサッカーに関して、人
間工学的な視点からパフォーマンスの向上について支援し、ブラインドサッ
カー日本代表チームの戦術向上のためのデータ分析などを行っています。
⑩ ぼらぷら in カンボジア（一般社団法人ボランティアプラットフォーム）
ボランティアプラットフォームは、貧困をはじめとする教育・環境・医療・
福祉などあらゆる分野を対象として支援を行っている国際協力 NGO で
す。途上国のみではなく先進国でも活動し、特に子どもへの支援に力を入
れています。
パネルではカンボジアスタディツアーの紹介をしています。ぼらぷらに
興味をもった方は、ボランティア支援センター（１号館２階）へ！

⑪ Dream Link
私たち Dream Link では、2015 年 12 月より 3 ヶ月、カンボジ
ア・クラチェ州にて、学校建設を行います。学校の建設地が決定し
たのち、その村の人々の夢・目標を一緒に実現します。また 279(ツ
ナグ)プロジェクトを通じて、279 人の仲間との縁を繋ぎ、ひとりひ
とりの学校建設への役割とプロセスを創り上げます。学校建設後に
は、279 プロジェクトの本を出版し、279 人それぞれの学校建設
までの１ページを創り上げます。
⑫ 武蔵野まごころ連
東日本大震災が起こった 2011 年の春夏に武蔵野市民社会福祉協議
会が企画した被災地支援に参加したメンバーの中で、「続けよう、伝
えたい、忘れまい」という想いをもった有志がおこした、災害ボラン
ティアの集いです。現在のメンバーは、学生・会社員・主婦・元気な
シニア世代等様々です。世代や性別を超えて明るい人達が集まり、
「楽
しくなければボランティアじゃない」をモットーに活動しています。
⑬ 公益財団法人東京 YMCA 南コミュニティセンター
YMCA は、世界 119 の国と地域で活動を行い、約 5800 万人が関
わり、多くのボランティアが活躍しています。野外活動、キャンプ、
スポーツ指導、発達障がい児・支援、語学教育、専門学校、幼稚園、
保育園、学童クラブ等、様々な事業を行っており、ボランティア育成
を行っています。
東京 YMCA 南コミュニティセンターでは、主に子どもたちに関わる
プログラムにてたくさんのボランティアリーダーが活躍しています。
⑭ NPO 法人 iPledge
持続可能な未来に向けて、次世代を担うワカモノが課題解決に自ら
参加する。そんな社会を目指して立ち上がった NPO です。
主な活動の 1 つに「ごみゼロナビゲーション」があり、フジロック
フェスティバルや肉フェスの会場の分別活動などがあります。ま
た、多様な生き方が受け入れられる社会を目指しフリーペーパー
「LB」の発行も行っています。

⑭ 「大学ボランティアセンター学生スタッフセミナー」参加者有志
全国には大学ボランティアセンターが、およそ 170 近くあると言わ
れています。毎年夏に、京都の NPO 法人ユースビジョンが主催する
「大学ボランティアセンター学生スタッフセミナー」が開催され、
2015 年度は成蹊大学から 3 名の学生が参加しました。
全国の学生と、ボランティアについて熱く語ったことは、大きな刺激
になり、キャンパスに戻ってからの活動に活かされています。このセ
ミナーで得たこと、学んだことを報告します。

見本市期間中に開催されるイベント
① 「成蹊ボランティア 2015 秋の見本市」大交流会！
・日時：2015 年 11 月 2 日（月）18:30～20:30
・会場：成蹊大学 6 号館 301 教室
・内容：今回の見本市に出展している、成蹊大学学生・教職員による
多様なボランティア活動を、プレゼン形式で紹介します。
・参加方法：直接会場にお越しください。
・参加対象：どなたでも参加できます。
・主催：成蹊大学ボランティア支援センター
・運営：「成蹊ボランティア 2015 秋の見本市」学生チーム

② 「NPO 法人 CFF 2016 年春の海外ボランティアプログラム説明会」
・日時：2015 年 11 月 3 日（火・祝）12:30～13:00
・会場：成蹊大学 3 号館 402 教室
・内容：NPO 法人 CFF(Caring for the Future Foundation)ジャ
パンが実施する、フィリピン・マレーシア・ミャンマーでのワークキ
ャンプおよびスタディツアープログラム。2016 年春に実施する海
外ボランティアプログラムを、楽しい雰囲気で紹介します！
・参加方法：直接会場にお越しください。
・参加対象：成蹊大学学生
・主催：CFF チーム成蹊

③ 成蹊大学×Dream Link 説明会＆交流会～～学生による国際協力って？～
・日程：2015 年 11 月 4 日（水）18:30～20:00
・会場：成蹊大学ボランティア支援センター（1 号館 2 階）
・内容：カンボジア・クラチェ州に学校建設を行う Dream
Link のプロジェクトを、現地の様子を交え紹介します。
・参加対象：どなたでも参加できます。
・参加方法：直接会場にお越しください。
・主催：Dream Link

④ 「おにぎりでソーシャルアクション！」
・日時：2015 年 11 月 6 日（金）12:30～13:00
・会場：成蹊大学ボランティア支援センター（1 号館 2 階）
・内容：「おにぎりを食べて社会貢献！」昼休みにおにぎりを
持ち寄って、食べている写真を撮って投稿すると、100 円分
の食事がアフリカ・アジアの子どもたちに届けられます！
・参加の方法：直接会場にお越しください。
・参加対象：成蹊大学学生
・主催：TFT@Seikei

