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令和最初のボランティア冊子登場！
あなたはボランティアする派？しない派？

hsso_co

＃関西学院大学 ＃ボランティア活動支援センター ＃ヒューマン・サービス支援室
＃学生CO ＃ボランティア活動 ＃全力応援 ＃ボランティア団体全３２団体掲載

＃総特集 ＃ボランティア EXPO２０２０ ＃３キャンパス ＃開催決定
＃ボラ活 ＃あなたはどっち派 ＃Mastery for Service ＃世界市民

する派は次のページへ！
しない派は４５ページへGO！

素材
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ボランティア活動支援センター

ヒューマン・サービス支援室

メッセージフォロー中

kg_volunteer …

Twitter

「ヒューマン・サービス支援室（通称「支援室」と言うよ！）」は関西学院大学の

ボランティアセンターとして様々なボランティアを紹介しています♪

【上ケ原：平日8:50～16:50 (11:30～12:30閉室)/三田：毎週火・木曜日12:30～16:30】

www.kwansei.ac.jp/c_volunteer

最近、ボランティアを悪用した活動があります。アルバイトに準ずる活動や本人の意思に反した活動を強要されるな
ど、少しでも違和感を感じたり、困ったことが起こったらすぐに支援室に相談に来てください。

＊ブラックな活動に気をつけて！

＃ヒューマン・サービス支援室の３つの柱

②ボランティアに関する楽し
いイベントを企画・実施！

ボランティア紹介だけでなく、
学生コーディネーターが中心と
なって様々なイベントを実施。
「ボランティアをしてみたいけ
ど、勇気が出ない･･･」
と思っているあなたも気軽に参
加できます。

③災害支援ボランティア活動

「被災地のために何かしたい」
という多くの学生の想いを受け、
支援室では災害支援ボランティ
ア活動を行っています。

2016年に発生した熊本地震では、
仮設住宅で茶話会や手芸を通し
た住民との交流を4年間継続して
実施しました。
＊今後も災害に関する活動を実
施していく予定です。関心があ
る学生はぜひ来室してください。

①ボランティア情報の紹介
(ボランティアコーディネー
ション)

支援室では、学生コーディネー
ターと一緒に活動を探すことが
出来ます。
最新情報も毎日入ってくるので、
気軽に来室してください。
「そもそもどんなボランティア
があるの？」
「自分にどんな活動が合うかわ
からない」
といった学生も大歓迎です！

☎ 0798-54-6061
✉ kg.hsso.info@kwansei.ac.jp

お問い合わせ



🔍 検索

＃関学ボランティア ＃ボランティアイベント＃ボランティア紹介

西宮上ケ原キャンパス

＼
こ
の
看
板
が
目
印
／

神戸三田キャンパス

開室日・開室時間・場所は
ホームページをチェック！ ⇒ ⇒ ⇒ 

三田市内の活動や海外ボランティア等
様々な情報を紹介しているので、ぜひ
支援室にお越しください！

＃学生コーディネーター ＃災害支援

〒662-8501
兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 正門左手・門衛室隣

開室時間
平日 8:50～16:50 （11:30～12:30 は閉室）
※土日、祝日、夏季・冬季の休暇期間は終日閉室



ヒューマン・サービス支援室

学生コーディネーター（学生CO)

フォローする ▼ …hsso_co

ボランティアEXPO
♯４月

♯関学生が所属するボランティア

団体をブースごとに紹介！

ボラツアー
♯７～８月

♯学生COが希望者と一緒にボラ

ンティアへ行きます(^-^)

出張ボラセン
♯１０月

♯支援室以外の場所に出張して

ボランティアを紹介！

ボランティアweek
♯１２月

♯関学のボランティアを盛り上げ

る１週間！

フォローしてくれた人全員にお菓子をプレゼント！ボランティアEXPOか支援室に来てね♪

※無くなり次第終了

①ボランティアコーディネーション ②イベントの企画

週に１～２回、授業の空きコマを利

用し支援室に訪れた学生にボラン

ティアを紹介・コーディネートします。

学内のボランティア活動の普及と活

性化のために、様々なボランティア

のイベントを企画・実施しています。

学生コーディネーター（通称：学生CO）は上ケ原キャンパス、三田キャンパスで活動しています。

ここでは、学生COの主な活動について紹介します！６ページでは上ケ原COについて、７ページ

では三田COについて詳しく紹介していきます。



西宮上ケ原キャンパス 学生コーディネーター（学生CO）

４６人

所属人数

６００円

年会費

週１＋月１

ミーティング

フォロー中 メッセージ

hsso_co …

Instagram

Twitter

学生 CO 募 集 中！

活動場所

公式SNS

学生コーディネーター（通称：学生CO）は西宮上ケ原キャンパス、神戸三田キャンパス
で活動しています。ここでは、西宮上ケ原キャンパスの学生COについて紹介します！
www.kwansei.ac.jp/c_volunteer

４月の新歓等の日程

１４日（火） １６日（木）

お昼ご飯会

Instagram

Twitter

連絡先

代表

文学部３年生 中川令実

メール

hsso.coco16@gmail.com

・ ヒューマン・サービス支援室

・ 吉岡記念館

Instagram →@hsso_co

Twitter →@hsso_coco

２１日（火） ２２日（水） ２７日（月）

放課後説明会

２２日（水）

ミーティング見学

※雨天時→１５日（水） １７日（金）



ボランティアEXPO
#ボランティア団体紹介
#4月 #新入生

ボランティアweek
#クリスマス #12月
#企画

学生CO
#ボランティア紹介
#イベント企画 #Volume Up

所属人数

９人 Ⅱ号館

210教室

開室時間

毎週火曜日・木曜日

12:30～16:30#新入生全力募集!
#拡散希望

活動場所

三田のCOは新しい団体で少人数なので、学年を超えて

協力し合えるアットホームな雰囲気の団体です。イベント

企画など個人個人がリーダーとなって、学生とボランティ

アの橋渡しになれるよう積極的に活動できる方を募集し

ています。

少しでも興味がある方は、気軽に支援室へ来てください!
神戸三田キャンパス
学生コーディネーター

（学生CO）

hsso_co

年会費

６００円

（ボランティア保険料として）

連絡先

hsso.coco16@gmail.com

共同代表

・ 総合政策学部 ２年生

赤畑清花

・ 理工学部 ２年生

井吹未奈



これ何？笑

あと、支援室のSNSをフォローしたらお菓子もらえるらしい

ねん！無くなり次第終了やから今から一緒に行かへん？

行きたい！

４５ページにあるクロスワード正解したらもらえてん！

ヒューマン・サービス支援室前集合で！

発行：

景品は

ボランティアEXPO
の会場でもらえるよ♪

関西学院大学 ボランティア活動支援センター

ヒューマン・サービス支援室

ボラ男 i

詳しくは３ページを見てね！


