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こんにちは。立教大学ボランティアセンターメールマガジン 6月 28日号です。 

新型コロナウィルスの緊急事態宣言が解除され、本学の授業実施方針は「制限レベル 2」

に緩和されました。引き続き、感染への警戒が必要な状態ですが、久しぶりに構内で学生

のみなさんの姿が見られるようになってきたのはうれしいことです。 

さて、先日、大学 HP の【CLOSE UP RIKKYO】に「タイムカプセルの発見」の記事が掲載

されていました。みなさんも、これまでタイムカプセルを作ったことはありますか？今の

ことを記録に残しておくと、みなさん自身や将来一緒に過ごす周りの人たちの目に触れた

際に、この歴史的緊急事態宣言下の日々の出来事が嘘のように感じられたり、未来の人た

ちの貴重な資料となる時が来たりするかもしれませんね。 
タイムカプセルも、倉庫で保管するサービス、未来の自分や大切な人に手紙を書いて届

ける郵便サービス、SNS 感覚で未来に発信するスマホの投稿アプリなど様々な形がありま

すが、あるアプリの会社は、それぞれのスキルを持つボランティアによる「週末起業」と

いう形で創業したそうです。過去から思い出やメッセージが届くという体験で心温まるサ

プライズをするという「大人の粋なボランティアのカタチ」に、ボランティアへの様々な

関わり方や可能性を感じませんか？ 
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================================================================== 

（１）ボランティアセンターよりお知らせ 

================================================================== 

【6月 23日以降のボランティア(課外)活動について】 

緊急事態宣言解除に伴い、ボランティア活動についての注意事項を以下の通り、更新い

たしました。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/activities/SitePages/covid19.aspx 

 

現在、活動制限指針（課外活動）は、「制限レベル 2」ですが、夏季休業期間中におけ

る制限レベルは、７月 15日(木)頃、また、秋学期授業開始時における制限レベルは、9月

2 日(木)頃に決定する予定です。頭の片隅に入れておいてくださいね。 

 

【窓口開室時間のお知らせ】 

池袋、新座キャンパスともに、以下の時間帯で窓口対応をいたします。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/activities/SitePages/covid19.aspx


月～金 9:00～17:00 

土曜日 9:00～12:30（新座キャンパスは原則として閉室です。） 

※日、祝日および授業休講日は閉室 

※休日授業日は、月～金、土の各曜日通りに開室 

 

 コーディネーターへの相談予約は、下記メールアドレスまでご連絡ください。 

→✉volunteer@rikkyo.ac.jp（zoom面談可） 

 

その他の詳細については、こちらをご覧ください。 

＜6月 23日以降のボランティアセンターの利用上の注意について＞ 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?

ID=00045574 

 

================================================================== 

（２）イベント開催報告 

================================================================== 

【第 1回立教大学バリアフリー映画上映会ワークショップ 6/8（火）昼休み】 

 
 

2009 年から 11 年間、学生実行委員会とともに毎年 12 月に開催してきた標記上映会に関

するオンラインワークショップを開催しました。 

コロナウイルス感染への警戒が必要な状態が続く中、ボランティアセンターでは、今年

度連続でワークショップを行いながら、改めてコロナ禍でのバリアフリー映画上映会につ

いて、学生のみなさんとともに考え、新しい上映会を創り上げていきますが、初回となる

このワークショップは、学部や学年も多様な学生・教職員等計 23名が参加し、開催されま

した。 

はじめに、音声ガイド・手話・文字通訳など様々なバリアフリーに対応しながら、しょ

うがいの有無に関わらず、だれでも同じ映画を楽しもうというコンセプトで開催してきた

11 年間の取り組みの紹介がありました。 

次に、過去に学生実行委員として関わってきた学生たちとともに座談会に移り、上映会

への想い、活動を通じての気づき、苦労した点、多様性への視点など、様々な会話が繰り

広げられました。歴代代表陣からの「コミュニケーションがとても大事だと思いました！」

という意見は、実に重みがあります。 

 
今回のワークショップを通じて、『バリア』や『多様性』について、“ちょっと”から

“深く”考えるきっかけになった。 

『バリア』は身体的なしょうがいを持つ人だけに対する言葉ではないということにも気

づき、コロナ禍で見えてきた『生活におけるバリア』についても考えていきたい。 

 

などの声も多数あり、「今年度の上映会に関わってみたい」と手を挙げてくれた学生も複

数いたことは、ボランティアセンターとしてとてもうれしく励みになりました。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00045574
https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00045574


このように、ワークショップの中でみなさんの意見を丁寧に共有しながら、2021年 12月

の上映会につなげていきたいと考えています。 

なお、今後のワークショップは、第 2 回は 6/28（月）、第 3 回は 7 月上旬に開催の予定

です。はじめての方も継続しての方も、次回以降のご参加をお待ちしています。（詳細は

立教時間に掲載） 

 

※【参考（HP掲載）】昨年度の取り組みについて 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/activities/report/SitePages/activity_repor

t_01.aspx 

 

【2021年度第１回ボランティアサークル・プレサミット 6/24（木）昼休み】 

本学の学生ボランティアサークルから代表者 1 名が参加し、昼休みの約 45分間、オンラ

インで近況報告および情報共有を行いました。 

コロナ禍で、本来行われていたボランティア活動ができないこと、メンバーのモチベー

ションの維持、代替わり＆引き継ぎ等が主な課題として挙げられましたが、そのような状

況の中、どのサークルにも新入部員が加わり、メンバー同士の関係を深めようとオンライ

ンで工夫しながら交流していること等が報告されました。 

「通常の活動や夏合宿はできなくても、オンラインでのミーティングを継続して、日帰

りボランティアや何かしらのイベントを行いたい。」という声や、今までと違う活動を開

拓しているサークルも既にありましたが、ボランティアセンターも、みなさんに必要なサ

ポートができるように、今後も学内外の様々な情報を集め、サークルのみなさんの「どん

なことならできるか？」を一緒に考えていきたいと思います。 

 このように、ボランティアセンターでは、学生ボランティアサークルが一堂に会し、近

況報告等を行う機会を毎年設けています。なお、本年度第 2 回となる次のプレサミットは、

11 月に、その後、代交替で新幹部が参加するボランティアサミットは、来春 3 月に行う予

定です。 

 

================================================================== 

（３）陸前高田サテライト・東日本大震災復興支援関連情報 

================================================================== 

みなさん、こんにちは！陸前高田サテライト事務局です。 
今回は「東日本大震災 10年目連続企画」と「陸前高田イタルトコロ大学」についての続報

です！ 
 

*:・゜。*:・゜*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*: *:・゜。*:・゜:・゜。 
東日本大震災 10 年目連続企画 最終回！！参加者募集！ 
*:・゜。*:・゜*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*: *:・゜。*:・゜:・゜。 

 
大学生の今だからこそ知っておきたい東日本大震災のこと、そして、立教大学と深い繋

がりのある岩手県陸前高田市のこと。今は現地へ行くのは難しいけれど、オンラインでお

伝えします。 
春学期のプログラムは残すところあと１回！ここまでとは別の角度から東日本大震災や

陸前高田に迫ります。是非ご参加ください。 
 

7/3土 13:00-15:00 復興最前線ツアー（オンライン） 

陸前高田市で震災を経験された方のガイドによる「復興最前線」を知るオンラインツアー。

リアルタイムに震災遺構を回ります。グループに分かれて参加者同士で話をする時間も設

けます。 

 

詳細・お申込み：立教時間をご覧ください。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?I

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/activities/report/SitePages/activity_report_01.aspx
https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/activities/report/SitePages/activity_report_01.aspx
https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00041529


D=00041529 

 

チラシ：https://drive.google.com/file/d/1FaSBO_opolDZLihrnD0pc-ceJJ2rAt3k/view 

 

主催：立教大学陸前高田サテライト 

E-mail：shakairenkei@rikkyo.ac.jp 

 

*:・゜。*:・゜*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*: *:・゜。*:・゜:・゜。 
陸前高田の地元ニーズと大学生の「やりたい！」をマッチング 
「陸前高田イタルトコロ大学」稼働中！ 
*:・゜。*:・゜*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*: *:・゜。*:・゜:・゜。 

 
立教大学が岩手大学と共同運営する「陸前高田グローバルキャンパス」では、地元ニー

ズと学生団体・ゼミ・研究室をマッチングする「陸前高田イタルトコロ大学」を実施して

います。「ボランティア」や「支援」とは一味違う新たな関係作りをしてみませんか。 
 

【多様な地元ニーズが寄せられています！】 

「地元農業再生のためワイナリーのサポートをしてほしい！」 

「東日本大震災の教訓を伝え続けるため一緒に防災イベントの企画・運営をしてほしい！」 

「陸前高田の魅力を発信する Facebookの運営を手伝ってほしい！」 

「震災後新しく出来たショッピングセンターの集客力向上企画を提案してほしい！」 

「陸前高田を発信するため、陸前高田で開催した花火大会の映像を使って東京で実施する

イベントを一緒に企画運営してほしい！」など 

※コロナ禍の状況によってはマッチングができない場合もあります。 

 

【全国の大学から 8大学 17団体が登録しています！】 

立教大学からも 6つのゼミ・学生団体が登録しています。 

※広報りくぜんたかた 6月本号（7ページをご覧ください） 

https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/files/group/1/20210602001.pdf 

（現在は立教大学の学生団体（Frontiers）が追加で登録しています！） 

 

【マッチング事例】 

道の駅高田松原×岩手大学東日本大震災復興支援サークル三陸委員会ここより 

6 月 20 日、自転車ガイドツアーに大学生がモニターとして参加し、ツアーをブラッシュ

アップするために道の駅高田松原のスタッフの方と共に改善点を探りました。 

 

【登録方法・詳細】 

ゼミやサークルで地元ニーズに取り組んでみませんか！？  

まずはイタルトコロ大学への登録をお願いします。登録方法や詳細は以下をご覧くださ

い。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/news/SitePages/news_20210224.aspx 

※学生団体、研究室、ゼミ単位での登録をお願いします。個人での参加を希望する場合は、

以下までご相談ください。 

 

【お問合せ】立教大学陸前高田サテライト事務局（rrs@rikkyo.ac.jp） 

【主 催】陸前高田グローバルキャンパス陸前高田イタルトコロ大学事業企画実施委員会 

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

＊お問合せ 立教大学陸前高田サテライト事務局 rrs@rikkyo.ac.jp 

＊陸前高田サテライトの取り組みを発信中 

公式 Instagram（@rikkyo_rrs）https://www.instagram.com/rikkyo_rrs/ 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00041529
https://drive.google.com/file/d/1FaSBO_opolDZLihrnD0pc-ceJJ2rAt3k/view
mailto:shakairenkei@rikkyo.ac.jp
https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/files/group/1/20210602001.pdf
https://spirit.rikkyo.ac.jp/rikutaka/news/SitePages/news_20210224.aspx
mailto:rrs@rikkyo.ac.jp
mailto:rrs@rikkyo.ac.jp
https://www.instagram.com/rikkyo_rrs/


================================================================== 

（４）ボランティア／セミナー等情報紹介 

================================================================== 

東京ボランティア・市民活動センターより 

夏のリモートボランティアの特設ページがオープンのお知らせ 

詳細はこちら→ https://www.tvac.or.jp/summer/ 

 

在宅でできる活動を集めた、リモートボランティアプログラムです。 

コロナ禍でも人と人とが安全につながり、支えあうために、在宅やオンラインでできるリ

モート・ボランティア（リモボラ）活動の参加者を募集しています！ 

 

志木市社会福祉協議会より 

夏のボランティア体験プログラム「福祉学園」参加者募集 

詳細はこちら→ http://www.shiki-syakyo.or.jp/wp-

content/uploads/2021/06/3ad80434abea8413a6b23c200ae6a43b.pdf 

 

ボランティア活動をしてみたい人、福祉の仕事に興味がある人、身近な場所で何か活動を

始めたい人など、皆さんのご参加をお待ちしています。 

※現時点では、オンラインでの活動（②自宅で体験コース③オンラインで体験コース）を

強く推奨します。 

 

日本財団学生ボランティアセンター（Gakuvo）より 

詳細はこちら→ https://gakuvo.jp/volunteer/ 

 

［オンライン版］チーム「ながぐつ」プロジェクト福島 

2019 年の台風 19 号で大きな被害を受けた福島県いわき市。東日本大震災を契機に 2013

年から続いているチーム「ながぐつ」プロジェクトですが、コロナ禍で 2020 年 3月以降は

活動ができていません！ 

このままの現状を変えよう！という想いから、お世話になっているいわきの方々とも相

談し、学生と現地の方々との繋がりをつくる機会をオンラインにてつくっています。 

学生の学びを深め、また学生と現地の方々との繋がりをつくる、保ち続けるためのプログ

ラムです。学生同士の交流もなかなかできない中ですが、新しい繋がりをつくっていきま

しょう！ 

〇第 8 回：7/10(土) ～7/11(日) 

〇第 9 回：8/9 (月) ～8/10(火) 

〇第 10 回：8/26(木) ～8/27(金) 

 

1 日からでも参加可能◆学生チューター2021夏期プラチナ未来人財育成塾@オンライン 

将来の社会を担い、課題を解決できる未来のリーダー育成を目的として、全国の中学生

を対象に 2013年からプラチナ構想ネットワークが主催しています。日本・世界で活躍す

る著名人・研究者の講義と、大学生をはじめとしたスタッフのサポートのもとに行うグル

ープワークによって、将来の社会や自分について考える機会をつくっています。 

大学生スタッフは学生チューターとして、参加者と講師をつなぐ役割を担い、参加者の

学びをサポートしていきます。 

活動期間 8/10(火)・11(水)・12(木)・13(金) 計 4日間 ※全日程 9:30～15:30 

※上記のうち、いずれかの 1日でも参加できる可能性がある方、若干名募集 

募集締切 7/6(火) 

 

（編集：ボランティアコーディネーター／広瀬） 

 

 

https://www.tvac.or.jp/summer/
https://gakuvo.jp/volunteer/


------------------------------------------- 

立教大学ボランティアセンター 

------------------------------------------- 

◎池袋キャンパス 

 場所：５号館１階 

 開室時間：月～金 ９：00～17：00 

       土曜日 ９：00～12：30 

◎新座キャンパス 

 場所：７号館２階 

開室時間：月～金  ９：00～17：00 

 

◎ホームページ 

http://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/extracurricular_activities/volunteer.

html 

◎メールアドレス 

volunteer@rikkyo.ac.jp 

◎TwitterID @rikkyo_volucen 

http://twitter.com/rikkyo_volucen/ 

◎Instagram 

https://www.instagram.com/rikkyo_vc/?hl=ja 

配信停止を希望の場合は以下の Google Formを送信してください。 

https://forms.gle/xFtZVvd94Je1nJwm7 
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