
 
RIKKYO UNIVERSITY 

VOLUNTEER CENTER MAIL MAGAZINE 

2022.07.25 

 
 

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 7 月 25 日号です。 

暑い日が続きますが、皆さんお元気でしょうか。レポート提出を済ませ、既にひと足先

に春学期終了という人も、試験真っ只中であとひと踏ん張りという人もいると思います

が、もうすぐ待望の夏休みです！ 

今年の夏は、ここ数年間新型コロナウイルスの影響で中止されていた、大学の宿泊型プ

ログラムや渡航を伴う現地語学研修等も少しずつ復活し始め、ボランティア募集について

も、感染対策を行いながらの対面活動を行っているところが増えています。 

 この夏、新しいことを始めてみたいと考えているみなさん、その一つとして、長い休み

の間に、ボランティアに参加してみませんか？。ボランティアセンターは、夏休み中、下

記でお知らせする期間に開室していますので、ぜひご活用ください！ 

 そして、「ボランティアに行って来ました！」という皆さんのお話も、ぜひお聞かせく

ださい。お待ちしています♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS 

（１） ボランティアセンターよりお知らせ 

（２） 立教サービスラーニング（RSL）センターよりお知らせ 

（３） 陸前高田サテライト・東日本大震災復興支援関連情報 

（４） ボランティア募集・イベント、その他情報紹介 

 

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

（１）ボランティアセンターよりお知らせ 

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

【夏季休業期間中の注意事項および窓口開室について】 

本学では、ボランティア活動は正課外活動（課外活動）として位置づけており、現在、

新型コロナウイルスの社会的状況に応じた活動制限指針について、「制限レベル 1」と定め

ています。 

最新情報は、下記のサイトで確認していただくことができます。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/covid-19/SiteAssets/level_limit.pdf 

 

＜ボランティアセンター 夏季休業期間中（8/1～9/16）の開室日時＞ 

 開室時間：平日 9：00～16：00 

 ※土日、祝日、および夏季一斉休業期間 8/10（水）～8/19（金）は閉室 

※相談希望の方は、事前に volunteer@rikkyo.ac.jp までお問合せください。 

zoom での相談も可能です。 

 

【2022 年度 全学共通科目「ボランティア論」終了報告】 

3 年ぶりの対面授業となった 2022 年度全学共通科目「ボランティア論」が無事に終了し

ました。毎回、様々な分野で活躍されているゲストスピーカーより、活動の魅力や現場で

https://spirit.rikkyo.ac.jp/covid-19/SiteAssets/level_limit.pdf


の課題等についてお話しいただき、ボランティアの多様性を紹介してきました。 

授業の中で、見えない格差や社会のあり方について問題意識を持ち、実際に支援団体で

ボランティア活動を始めた学生も複数いました。また、前年度までの受講生（現 3・4 年

生）も、時々ボランティアセンターを訪れています。「コロナが落ち着いて、ボランティ

アが再開したら、活動したいとずっと思っていました！」と、待望の時を楽しんでいるよ

うです。 

全学共通科目「ボランティア論」は、2023 年度も春学期に開講を予定しています。 

皆さんにとって、解決したい社会課題は何か？それに対して、どんな取り組みができる

のか？自分が動くことで社会が動き始める…そんなふうに、ボランティアについて考える

ことを通して、自分と社会との接点を意識してみませんか。 

興味のある方は、ボランティアセンターにお問い合わせください。 

 

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

（２）立教サービスラーニング（RSL）センターよりお知らせ 

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

2022 年度秋学期 全学共通科目  

立教サービスラーニング（RSL）実践系科目の説明会を開催します！ 

 

立教サービスラーニング（RSL）は、立教大学の建学の精神を背景として、社会に内在

する様々な課題について「大学での学び」と「現場に生きる人との関わりを通した学び」

を往還しながら学修する、活動型プログラムです。 

2022 年度秋学期実践系科目の履修についての説明会を対面とオンライン（Zoom）の両

方で同時開催します！「現場」に関心のある方、「一歩を踏み出したい」といった方など、

みなさんの参加をお待ちしています！ 

 

▶【2022 年度秋学期 RSL 実践系科目（5 科目）説明会日時】 

・8 月 24 日(水)13：30～14：30（5221 教室/Zoom） 

「RSL-ローカル（南魚沼）」  

・8 月 31 日(水)13：30～14：30（5221 教室/Zoom） 

「RSL-コミュニティ(池袋)」「RSL-コミュニティ(埼玉)」 

・9 月 1 日(木)13：30～14：30（5221 教室/Zoom） 

「RSL-グローカル A」「RSL-グローカル B」 ※新規科目 

 

※Zoom の URL は、「立教時間」をご確認ください。 

（「イベント・プログラム」から検索！） 

 

▶ 新規科目の紹介 

「RSL-グローカル A」：荒川河川敷での清掃イベントの運営を通じて、「海洋ごみ」の課

題と解決策を考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「RSL-グローカル B」：埼玉県小川町での現地活動を通じて、自らがアクターとして地域

社会の課題に取り組むことを目指します。 



 
 

▶ ホームページで、科目説明会の資料がご覧いただけます。 

RSL センターHP：https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx 

＊視聴等には V-Campus ID が必要です。 

 

▶ 最新情報は Twitter をチェック！ https://twitter.com/rikkyo_rsl 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜連絡先＞  

立教サービスラーニング(RSL)センター 

E-mail：rsl@rikkyo.ac.jp 

TEL ：03‐3985‐3819 

キャンパス：池袋キャンパス 5 号館 1 階 

      新座キャンパス 7 号館 2 階 

窓口開室時間：平日 10：30～15：30  

土 10：30～12：30（新座キャンパスは閉室） 

※夏季休業期間中は開室時間が異なりますのでご確認ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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

（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。 

 

*:・゜。*:・゜*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*: *:・゜。*:・゜*:・゜ 

2022 年度陸前高田交流ツアー（陸前高田サテライト主催）参加者募集！ 

*:・゜。*:・゜*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*:・゜。*: *:・゜。*:・゜*:・゜ 

 

 岩手県陸前高田市を訪れ、東日本大震災被災地の「今」を知る「2022 年度陸前高田交流

ツアー」の参加者を募集します。 

陸前高田市に行ってみたい、復興について知りたい、地元の人のお話を聞いてみたい。

そんな皆さんの募集をお待ちしています！ 

この夏、オンラインでは得ることが難しい体験を一緒にしてみませんか？ 

 

【募集要項】 

◆日程：2022 年 8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金）2 泊 3 日 

◆場所：岩手県陸前高田市内 ※一ノ関駅集合、現地解散（予定） 

◆内容：陸前高田市内での見学及び地元市民の皆さんとの交流 

【1 日目】高田松原津波復興祈念公園視察（パークガイド利用） 

東日本大震災津波伝承館見学 

     宿泊先：民泊 

【2 日目】ロッツ株式会社 代表取締役社長 富山 泰庸 氏 ご講話 

     米沢商会 米沢 祐一 氏 ご講話・米沢商会ビル見学 

     3.11 仮設住宅体験館見学 

     宿泊先：3.11 仮設住宅体験館 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/rsl/SitePages/index.aspx
https://twitter.com/rikkyo_rsl
mailto:rsl@rikkyo.ac.jp


【3 日目】市内散策（まち歩き） 

     株式会社八木澤商店 代表取締役 河野 通洋 氏 ご講話 

◆募集人数：12 名程度（本学学部学生・大学院学生） 

※応募者多数の場合、抽選にて決定。最小催行人数 5 名。 

◆参加費：15,000 円（予定） 

※サテライト援助金による援助分を除いた往復新幹線代・宿泊費として。 

※上記参加費の他に食費、現地交通費が必要。 

◆申込方法：下記 Google フォームからお申込みください。 

https://forms.gle/UAUCnkCuLJMJM4iW9 

◆申込期間：2022 年 7 月 15 日（金）～7 月 27 日（水）17:00【厳守】 

◆結果通知：2022 年 7 月 29 日（金）までに SPIRIT メールでお知らせします。 

◆参加条件 

1. 事前勉強会に参加できること。 

  日時：8 月 4 日（木）14:00～15:00＠池袋キャンパス 5210 教室 

（東日本大震災、陸前高田市に関する講義。陸前高田サテライト援助金の説明。） 

2. 抗原検査（PCR 検査でも可）を受診のうえ、陰性が確認された者のみ参加可能。 

※詳細については事前勉強会で説明します。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、ツアーの開催を中止させていただく場

合がありますので、予めご了承ください。 

 

◆主催・問い合わせ先 

 立教大学総長室社会連携教育課（陸前高田サテライト事務局） 

Tel：03-3985-4967 Mail：rrs@rikkyo.ac.jp 

 

 
 

 

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

（４）ボランティア募集、イベント、その他情報紹介 

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

立教大学ボランティアセンターの HP では、ボランティアを始めたい人に向けて、その

探し方を紹介しています。（詳しくは、下記リンクへ） 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/begin/SitePages/search.aspx 

 

 

https://forms.gle/UAUCnkCuLJMJM4iW9
mailto:rrs@rikkyo.ac.jp
https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/begin/SitePages/search.aspx


 
 

・ボランティア募集情報はボランティアナビ（V-Campus 内・要ログイン）から検索でき

ます。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/SitePages/navi.aspx 

 

 

 

 

 

 

・ページの下の方にスクロールしていくと、「そのほかの情報から探す」ヒントも書かれ

ています。 

 

そのほかの情報から探す 

・東京ボランティア・市民活動センター http://www.tvac.or.jp 

・特定非営利法人国際協力 NGO センター http://www.janic.org 

・地域の社会福祉協議会やボランティアセンターなど 

 →「〇〇市社会福祉協議会」「△△区ボランティアセンター」等、興味のある地域や、

住んでいるエリアで検索すると、このような情報が公開されています。 

（例） 

 いたばし夏ボラ 2022（いたばし総合ボランティアセンター） 

http://ita-vc.or.jp/?page_id=21360 

 

目黒区社会福祉協議会 

http://www.meguroshakyo.or.jp/smph/event/various_events/natu.html 

 

夏のボランティア・イベントなども、随時更新されていきますので、お見逃しなく！ 
※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。 

 

【日本財団ボランティアセンター（旧 Gakuvo）よりお知らせ】 

8/24(水)オンライン開催 学生たちが見たウクライナ避難民の今 

 ～The Volunteer Program  for Ukraine 中間報告会～ 

 https://vokatsu.jp/event/1656914755547x976795706676215800 

 

【認定 NPO 法人 Peace Field Japan よりお知らせ】 

里山で夏休みを過ごしてみたい、グローバルとローカル両方に興味がある方、KIZUNA 

NEXT2022 の参加者を募集しています。立教生も活動しています！ 

http://peace-field.org/kizuna_report/KIZUNANEXT2022.html 

 

～ワークキャンプの情報も更新されています！～ 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/volunteer/SitePages/navi.aspx
http://www.tvac.or.jp/
http://www.janic.org/
http://ita-vc.or.jp/?page_id=21360
http://www.meguroshakyo.or.jp/smph/event/various_events/natu.html
https://vokatsu.jp/event/1656914755547x976795706676215800
http://peace-field.org/kizuna_report/KIZUNANEXT2022.html


特定非営利活動法人 グッド 

https://good.or.jp/ 

 

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) 

https://www.nice1.gr.jp/ 

 

 

 

（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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(C)2019 RVC all rights reserved. 

━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://good.or.jp/
https://www.nice1.gr.jp/
http://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/extracurricular_activities/volunteer.html
mailto:volunteer@rikkyo.ac.jp
http://twitter.com/rikkyo_volucen/
https://www.instagram.com/rikkyo_vc/?hl=ja
https://forms.gle/xFtZVvd94Je1nJwm7

