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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 8月 2日臨時増刊号です。

連日 30℃を超える暑さの中での春学期末試験は、本当に大変だったと思います。お疲れさ

までした。 
さあ、夏休みが始まりました！ 
しかし、東京を含む首都圏のコロナ感染者は激増が続いており、残念ながら通常の夏休

みのような対面でのボランティア活動ができるような状況ではありません。 
今回のメルマガでは、「コロナ禍でもできるボランティアはあるのかな…？」「オンラ

インでできるボランティアって？」という日頃のみなさんの声を受け、私たちスタッフが

収集した非対面型のボランティア活動の最新情報をお届けします。 
 今年度、立教大学ボランティアセンターに登録している 154 団体のうち、対面の活動を

除くと、今回提供できる情報は 40余りとボリュームが絞られてしまいますが、少しでもみ

なさんのボランティアへの興味へのヒントや活動の第一歩になればと願っています。 
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================================================================== 

（１）ボランティアセンターよりお知らせ 

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

【夏季休業期間の窓口開室時間について】 

夏季休業期間中もボランティアセンターは一部の日程を除き開室しています。開室日は

下記のとおりです。 

＜池袋・新座ボランティアセンター＞ 

夏季休業期間 8月 2日（月）～9月 18日（土） 

平日 10：30～15：30  緊急事態宣言期間中は短縮時間となります。 

※土・日、祝日は閉室です。 

大学一斉休業期間中（8月 12日～8月 20 日）は池袋、新座ともに全日閉室となります 

 

ボランティアセンターは、学生の皆さんの「やってみたい！」を応援しています。 

興味はあるけれど、何から始めたらいいのかわからない、ボランティアサークルの活動

や運営について悩んでいる…という時は、まずはボランティアコーディネーターにご相談

ください。 

夏季休業期間中につき、開室時間や勤務状況により多少のお時間をいただくことがあり

ますので、相談を希望される場合は、事前にメールにて相談希望日や相談内容をお知らせ

いただくと、スムーズな運営につながります。ご協力をお願いします。 



✉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。 

＜7月 14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=00047665 

 

【ボラセン HP 内のオンデマンド「海外ボランティア講座」を更新しました！】 

ボランティアセンターでは、「海外ボランティアや海外ワークキャンプに興味・関心が

ある」「海外での経験を今後のキャリアに活かしたい」等の学生を対象に、ホームページ

で、オンデマンド「海外ボランティア講座」を配信しています。 

 

コンテンツの内容は以下の通りです。今回は、赤文字の部分を追加更新しました！ 

 

＜海外ボランティア主催団体の紹介＞ 

・認定 NPO法人 CFF ジャパン 

・特定非営利活動法人 グッド 

・特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会 

・NPO法人 ICYEジャパン（特定非営利活動法人 国際文化青年交換連盟日本委員会） 

 

＜参加者の体験談＞ 

・2016年 韓国 日韓交流キャンプ参加 

（2020年度コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 4年次 長壁唯さん） 

・2019年ミャンマースタディーツアー参加 

（2020年度文学部文学科（文芸・思想専修）4年次 清水綾乃さん） 

・2020年マレーシアワークキャンプ参加 

（2020年度現代心理学部心理学科 3年次 高橋歩実さん） 

・2019年カンボジア体験ボランティア参加 

（2020年度経営学部経営学科 2年次 佐藤花凜さん） 

・2019年長期国際ボランティア参加（デンマーク派遣生） 

（2019年度法学部政治学科 4年次 赤松加寿代さん） 

 

今後、コロナの状況が落ち着いて、海外渡航が可能になった時に、みなさんがすぐに動

き始められるよう、今後も海外ボランティアの魅力を発信し続け、先輩達の活動の記録を

みなさんと共有していきますので、どうぞお楽しみに♪ 

 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/contents/SitePages/overseas_volunteer.aspx 

 

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

（２）ボランティア／セミナー等情報紹介 

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

オンライン開催、または自宅等で行うことのできる非接触型の内容を掲載しています。 

※定員になり次第、締切になるものも含まれています。 

※社会福祉協議会の情報には、募集している区内または市内在住(在学)の人だけが応募で

きるもの等の条件付きの内容も含まれていますので、よく確認してください。 

※刊行物(ニュースレター)のみの掲載で、web 上に掲載されていないものもあります。 

 

立教大学ボランティアセンターに登録のある団体の情報 

・タンザニア・ポレポレクラブ 

切手・ハガキなどの収集 

http://polepoleclub.jp/okurikata.html 
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・特定非営利活動法人カタリバ 

「生活困窮家庭の子どもたちをサポートするキッズ・ユースメンター」募集説明会 

8/5(木)19:00～20:00、8/7(土)18:00～19:00、8/11(水)19:00～20:00 

https://www.katariba.or.jp/event/33995/ 

 

・特定非営利活動法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター) 

ワークキャンプってなに？聞きたいことが気軽になんでも聞ける！ 

8/5(木)19:50集合／20:00-21:00（その後交流会＆質問タイム） 

https://www.nice1.gr.jp/topics_detail30/id=19817?utm_source=BenchmarkEmail&utm

_campaign=%e3%80%907%2f13%e7%81%ab%e3%80%91NICE%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83

%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3&utm_medium=email 

 

・認定 NPO法人 JHP・学校をつくる会 

寄付活動「お米一合運動」 

2021年 3/1(月)～9/30(木) 

http://www.jhp.or.jp/2021/05/covid19-food-support// 

 

・特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち 

みんなでつくろう！スマイル☆アニメーション！（自分で描いた絵を WEB サイトから応

募） 

7月 15 日（木）〜8月 8日（日祝） 

https://toshima-saf.jp/2021/smile.html 

 

・日本財団学生ボランティアセンター（Gakuvo） 

チーム「ながぐつ」プロジェクト福島 

8/26(木)～8/27(金) 

https://gakuvo.jp/volunteer/ 

 

・公益財団法人 アジア保健研修所（AHI） 

ハガキ・未使用切手などの寄贈 

https://ahi-japan.jp/giftrelay/ 

 

・一般社団法人新宿 NPOネットワーク協議会 

第 145回 市民と NPO の交流サロン 語り手：一般社団法人 日本ブラインドラグビー協

会 

8月 12 日(木) 18:45～20:45 

https://genki365.net/gnks12/mypage/mypage_sheet.php?id=67631 

 

・NPO法人 森づくりフォーラム 

「育成複層林とは何か？これからの針広混交の森づくりを考える」 

8月 11 日（水）19:00～20:00 

https://www.moridukuri.jp/forumnews/210811 

 

・特定非営利活動法人 Art’s Embrace 

ボランティアではないが、オンライン上のアートフェスイベント実施 

7月 19 日（月）～9月 5日（日） 

https://fes2021.turn-project.com/online/ 

 

・NPO法人地球の友と歩む会 

絵本の翻訳貼りボランティア（自宅で行い完成したものを事務局へ送る） 
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https://earth-ngo.jp/volunteer/ehonvolunteer/ 

 

・SYD（公益財団法人修養団） 

支援バッグ作成（バッグを作り中に支援品を入れ事務局へ送る） 

https://syd.or.jp/volunteer/support/child-support/ 

 

・NPO法人 シニアの再チャレンジを支援する会 

本の寄贈のみ 

https://senior-

rechallenge.jimdo.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88/%

E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%9C%AC%E3%82%92%E3%81%

8A%E3%81%8F%E3%82%8B%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3

%81%A8%E3%81%94%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/ 

 

・特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会 

本/DVDなどの寄贈 

https://www.shaplaneer.org/sutenai/ 

 

 

社会福祉協議会の情報 

＜板橋区＞ 

「暑中見舞いで思いをつなげよう！2021夏」(区内の医療機関や福祉施設へメッセージを

送る) 

7/11(日)～9/5(月) 

 

＜渋谷区＞ 

・①清掃活動用ウエス切り ②まちがえさがし作成 8/2(月) ～8/31(火) 

http://vcshibuya.jp/2021/07/15/%e3%81%8a%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%a7%e4%bd%9c%e

3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2/ 

 

・ホスピタル・アート作り（コロナ禍で頑張ってくださっている医療従事者の方々へ、は

がきで絵やメッセージなどを描いて送る） 8/2(月) ～8/31(火) 

http://vcshibuya.jp/2021/07/15/%e3%83%9b%e3%82%b9%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e

3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88/ 

 

・防災食レシピづくり 8/2(月) ～8/31(火) 

http://vcshibuya.jp/2021/07/15/%E9%98%B2%E7%81%BD%E9%A3%9F%E3%83%AC%E3%82%B7%E

3%83%94%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A/ 

 

・障害者施設オンライン見学・交流会 8/27(金)13:00～14:30 ※8/4(水)締切 

http://vcshibuya.jp/2021/07/15/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e8%80%85%e6%96%bd%e

8%a8%ad%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%a6%8b%e5%ad%a6/ 

 

＜新宿区＞ 

区内の高齢者施設へ敬老の日にちなんだおたよりを作成 8/16（月）～9/10（金） 

http://www.shinjuku-shakyo.jp/files/fm/113998ac399d9d74e96e8cc8d1e24d51.pdf 

 

＜杉並区＞ 

施設へ贈る飾りを作ろう、お手紙ボランティア 8/31（火）まで 

http://borasen.jp/?p=214079 
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＜千代田区＞ 

各種オンラインイベント・講座開催 

https://www.chiyoda-vc.com/event 

 

＜練馬区＞ 

使用済み切手・古布の寄付 

 

＜文京区＞ 

各イベント・セミナーが開催 

https://www.d-fumi.com/article/calendar/event/2021/08 

 

＜港区＞ 

① 使用済み切手・カード・ハガキのリサイクル（集めて送る） 随時 

http://www.minato-cosw.net/material/pdf/kitte_ireba_kaishu.pdf 

 

② 災害ボランティア基礎講座 8/28(土) ※8/20(金) 

http://www.minato-cosw.net/uploads/information/saigai0828.pdf 

 

＜目黒区＞ 

自宅での切手整理ボランティア 随時 

 

＜新座市＞ 

手作り品で施設を応援するボランティア(雑巾、マスク、バッグなど) 7/1～随時 

※8/31(火)締切 

http://www.niizashakyo.or.jp/volunteer/sainokuni.html 

 

＜和光市＞ 

夏休みボランティアプログラム(物づくり：ぞうきん・絵手紙・ウエスなど） 

9/3(金)まで  1期・2期終了、3期 8/2～9/3 

http://www.wako-shakyo.or.jp/volunteer/detail.php?eid=00016 

 

＜川越市＞ 

ボランティア体験プログラム（雑巾・台拭きなどの制作、子どもとオンラインで交流な

ど多数掲載） 

オンライン交流会 8/19(木)16:00～18:00 ※8/6(金)締切 

その他 7/20(火)～9/30(木) ※9/17(金)締切 

http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/news/kawagoeshi-syakyo-news/upload/193-

0.pdf 

 

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

（３）陸前高田サテライト・東日本大震災復興支援関連情報 

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

陸前高田サテライト事務局です。こんにちは。 
陸前高田を舞台にしたドキュメンタリー映画 3 本が都内で上映されます。監督の小森は

るかさんが陸前高田の方々に寄り添う姿勢がとてもよく現れている映画です。たくさんの

立教生が訪れた場所、出会った方々も登場していますので、是非、ご覧ください！！ 
 

期間：8 月 14 日（土）から 20 日（金） 場所：早稲田松竹（高田馬場駅徒歩 7 分） 
上映作品：『息の跡』『空に聞く』『二重のまち／交代地のうたを編む』 

http://wasedashochiku.co.jp/archives/schedule/11809 

 

https://www.chiyoda-vc.com/event
https://www.d-fumi.com/article/calendar/event/2021/08
http://www.minato-cosw.net/material/pdf/kitte_ireba_kaishu.pdf
http://www.minato-cosw.net/uploads/information/saigai0828.pdf
http://www.niizashakyo.or.jp/volunteer/sainokuni.html
http://www.wako-shakyo.or.jp/volunteer/detail.php?eid=00016
http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/news/kawagoeshi-syakyo-news/upload/193-0.pdf
http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/news/kawagoeshi-syakyo-news/upload/193-0.pdf
http://wasedashochiku.co.jp/archives/schedule/11809


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

＊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/ 

 

 

（編集：ボランティアコーディネーター／広瀬） 

 

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

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 

◎新座キャンパス 場所：７号館２階 

◎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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