
８団体が合同で開催するボランティア募集の新歓イベント開催！

4.24 12:30-15:00
アクトランド YAO
参加費：無料

［
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t］ 5.15 13:00-15:30
オンライン
参加費：無料

［
sa
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学生のときからやりたい
ボランティアに出会えるって

すごくステキなことだ



　このパンフレットは、大阪府内で社会貢献活動に取り組む、様々な団
体を大学生向けに紹介するために作成されました。大阪府内には、ここ
に掲載されている他にもたくさんの活動があります。環境問題、福祉の
問題、教育問題、国際問題…など、多様な課題にそれぞれの切り口で挑
んでいます。けれど、「何かしたい！」と思った大学生が、気軽に参加
できる「入口」は、まだそんなに多くありません。

　そこで、この冊子を作成し、企業の合同説明会のように、ボランティ
アを募集している団体が合同で新歓イベントを開催し、みなさんに気軽
に参加してもらえればと考えています。このパンフレットを読みながら、
ひとつでも気になる団体があれば、合同新歓に参加したり、それぞれの
団体に直接連絡を取ったりして、新たな一歩を踏み出してください！
　
このパンフレットが、みなさんの「何かしたい！」に応えられることを
願っています。
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　大学生になると、どんなサークルに入ろう、どんなバイトを始めよう…とワクワクがたくさん。バイト
やサークルもいいけど、就活のこと、将来のことを考えたらボランティアもしてみたい、と思っている人
は意外と多いんです。
　合同新歓では、そんな学生のみなさんのために、ボランティアを募集している団体が一同に集結！
きっと、自分にピッタリなボランティアに出会えるはず。

初対面の人と話すのはちょっと苦手…
という方でも大丈夫！アウトドアなら
ではのゲームを通して自然と会話が生
まれます。

屋外で、しっかりと新型コロナ対策を
しながら、お昼ご飯を食べた後は、各
団体のブースに分かれて自由に活動の
話を聞くことができます。

なんと言っても、対面で雑談も交えな
がらゆっくり話せるのがキャンプ場開
催のいいところ。

昨年に引き続き、新型コロナ対策でオ
ンラインも実施。
オンラインでも、楽しく参加してもら
えるような工夫が盛りだくさん！
各団体のよさが伝わるように気軽にお
しゃべりできる時間も。

オンラインなので、忙しい人でも参加
しやすいですし、参加費が無料なのも
嬉しいポイント！

What is
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※新型コロナウイルス感染症対策として、
　アウトドアランチは中止となりました。
　お昼からの開催となりますので、ランチを済ませてご参加くさだい。
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ダブルスマイルサンタ

日本の子どもと海外の子どもを
ダブルでスマイルに！

12/24 のクリスマスイブに大阪の街に 100 人のサンタさん
が大集合！事前にご応募いただいたご家庭にプレゼントを
届けて日本の子どもたちを笑顔に。そしてその際にチャリ
ティーをいただき、国際協力団体と一緒に海外の子どもた
ちを支援しています。
スタッフは大学生から社会人までさまざま！
他にも、海の日に青いサンタとなってビーチのごみ拾いを
するブルーサンタや協力団体さんとのイベントも行ってい
ます。

子どもたちを笑顔にするために何ができるか？
年間を通して学生も社会人も関係なく一緒に考えます。でもやっ
ぱり楽しさも大事！！私たちは活動以外でもしっかり遊びます。
そんな仲間が大学、年齢を超えてできる。それがダブルスマイ
ルサンタです！！イベントを作ってみたい、海外支援・子ども
に興味がある、新しいことを始めてみたいという方大歓迎です！

「たくさんの子どもたちを笑顔にしたい！」そんな思いか
ら始まった活動です。海外と日本の子どもに関する様々な
社会問題をより多くの人に伝えるためにスタッフ皆で勉強
し、それを楽しみながら知ってもらえるようなイベントを
作っています。企画や広報活動など様々な経験をし、真剣
に、そして何より楽しく活動しています。

□ いろんな学生・社会人と仲良くなれる！
□ 子どもの笑顔にあえる！
□ 海外支援について勉強できる！
□ たくさんの人との交流！
□ コミュニケーション能力が身につく！

POINT

ブルーサンタ／ビーチでごみ拾い
あかはな café ／海外支援を学ぼう！
サンタスタッフ説明会
クリスマスイブのイベント
子どもたちへのお手紙作成会

■ダブルスマイルサンタ説明会
4/28( 水 )、5/7( 金 )、5/10( 月 )、
5/13( 木 )、5/21( 金 ) 

●7 月　
● 10 月　
● 11 月～12月　
● 12/24 ( 金 )
● 1 月

・全体ミーティング：月 1～ 2回
（時期によっては増えることがあります）
・各班ミーティング：随時開催

LINE 公式アカウント

お申込み・お問合せは LINE 公式アカウントから

ダブルスマイルサンタ公式
Twitter、Instagram、Facebook
「ダブルスマイルサンタ」で検索！

ダブルスマイルサンタ
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天神祭ごみゼロ大作戦

日本三大祭、天神祭のごみをゼロに

天神祭ごみゼロ大作戦では、以下のような取組でごみゼロ
を目指します。実施エリア、露店の数共に世界でも例を見
ない画期的な取り組みです。
延べ 1,500 人を超えるボランティアのリーダーとして、活
動していただきます！
①エコステーションの設置
②リユース食器の導入
③ごみの拾い歩き

※新型コロナの影響で露店の出店がなかった場合は、開催
場所の公園のごみ拾いや、給水スポットの設置運営等他の
活動を行う予定です。

天神祭は日本三大祭にも選ばれる、日本を代表するお祭りです。そ
んなお祭りに関わるチャンス！市民団体・行政・企業が一緒になっ
て取り組む、ごみゼロ大作戦に参加すると、普段出会うことのない
ような団体の方々と出会えること間違いなし！
のべ 1500 人を予定しているボランティアさんをコーディネートす
るリーダーになる経験も貴重です。ぜひご参加お待ちしています！

毎年 7月 24日、25日に開催される大阪最大の祭、天神祭。
たくさんの屋台が並び、夜空を彩る花火が打ち上げられる
その裏で、大量のごみが捨てられます。ごみを拾うのでは
なく、ごみを出さないための活動を展開しています。

□関西で有名な環境団体・企業の方と
　つながれる！
□大人の人と話す力がつく！
□大きなイベントを運営する力がつく！
□メディアに取り上げられるかも！？
□日本一大きな祭でごみを減らせる
　達成感がある！

POINT

第 1回リーダー研修
第 2回リーダー研修
第 3回リーダー研修
現場研修①（音楽フェス）
現場研修②(祇園祭 )
天神祭ごみゼロ大作戦 (宵宮 )
天神祭ごみゼロ大作戦 (本宮 )
振り返り会

※新型コロナの影響により、予定が大きく
変更になる場合があります。

●5月
　
●6月　
●7月

　7月24日
　7月25日
●8月

お申込み・お問合せは LINE から

天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会
担当：岡見厚志
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ハッピーアースデイ大阪

つくって、みて、たべて、まなぶ
環境イベント「アースデイ」

イベントを運営する実行委員として、企画を考えたり、出
店してもらうお店を探したり、ホームページや SNSを運用
したり、チラシを製作したり、企業に訪問したりします！

ハッピーアースデイ大阪の活動を通して、たくさんの人との出
会いがあります。
学生が中心となってイベントを運営し、社会人の方が全力でサ
ポートしてくれます！
みんなの力を合わせてつくりあげるこのイベントは、あなたの
学生生活で必ず最高の思い出になります。

世界各地で行われている最大級の環境ムーブメントである
「アースデイ」イベントの大阪 ver。
学生と社会人が一緒になって行うアースデイであり、八尾
市にある久宝寺緑地で 2010 年より毎年イベントを開催し
ています。最高来場者数は 2018 年の 24,000 人で、イベ
ントでは体験型ワークショップ、オーガニックやフェアト
レードといった環境に配慮した飲食や雑貨などのお店がた
くさん並びます。
「One Step for Action」を理念としており、参加するすべ
ての人の背中を押してあげられ、誰もが幸せを感じられる
ような「場」をつくることを目指しています！

□自分たちでイベントを作ることができる！
□社会人や社会貢献してる方との交流が多い！
□企画力や発信力、デザイン力が
　身に付けられる！
□将来に活かせる繋がりを作れる！

POINT

5 月・6月某日：実行委員説明会
2022 年 3月：ハッピーアースデイ大阪 2022
※ミーティングや勉強会はその都度日程調整
します。

実行委員全体ミーティング：月 1回
チームミーティング：月 1回
その他、勉強会や交流会も定期的に開催します！

ハッピーアースデイ大阪実行委員会
担当： 前田天音
MAIL: info@happy-earthday-osaka.com

HP、Twitter、Instagram、Facebook
「ハッピーアースデイ大阪」で検索！
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NPO法人 ナック (NAC)

子ども達に伝えたい　
″楽しいことは自然の中にある！″

現在運営に携わっている八尾市・柏原市・寝屋川市・四條
畷市の野外活動センターと大阪府立海洋センター、また、
兵庫県三田市野外活動センター、びわこ地球市民の森など
様々なところで子ども達を対象にした自然体験活動や野外
活動のサポートやイベント企画・運営などを行います。

募集対象は４年生大学の１・２回生です。
活動中のユニフォーム、自宅から活動場所までの交通費（上限あり）、
活動中の食事、また、福利厚生費として１日 1000 円を支給します。

ナック（NAC）は自然体験や野外活動などの直接体験を通
して、青少年の健全育成に寄与することをミッションにし
ている団体です。
自然の中で子ども達に様々な体験の機会を創る活動を一緒
にしませんか。

□ 自然の中で子ども達と思いっきり
　 関わることができる！
□ 他大学の学生と交流できる！
□ アウトドアのスキルが習得できる！
□ キャンプの企画・運営に携わることができる！

POINT

年間にわたり様々な自然体験や野外活動イベン
トを実施しています

・「森（海）のようちえん」などの幼児対象の
年間イベント
・「森（海）のしょうがっこう」などの小学生
対象の年間イベント
・長期休み期間中の小学生対象の宿泊キャンプ
・ホタル観察会や里山保全活動　等

土日祝と長期休みが中心となります。
平日の夜に研修やミーティングをすることも
あります。

ナックリーダー委員会
MAIL: nac.outdoorleader@gmail.com
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学生団体はちのじ

八尾をフィールドに活動する
地域イベント系ボランティア団体

●いきいき八尾環境フェスティバル
行政・企業・NPOなど様々な社会人の方と協力して、八尾
市最大規模のイベントの企画・運営を行います。
●YAO OTAIYA MARKET
八尾市にある商店街で行われるマーケットイベントです。
ワークショップや商品開発などを行い、運営に関わってい
ます。
●ゆるはち
毎月一回程度メンバーで集まり、ご飯会やゲーム大会など
をして、メンバー内での交流を深めています。
　廃校利活用・久宝寺寺内町のイベントなど、
　他にも様々なプロジェクトがあります！

「せっかく大学に入ったし、何か今までと違う新しいことをしたい…」
「いろんな人と出会い、仲間を増やしたい…」
そんな風に感じている人に、ぜひはちのじに入ってもらいたい。
必ずあなたのやりたいことが見つかります！
楽しい仲間とともに八尾を盛り上げましょう！！

はちのじは、「つながる力で八尾を笑顔に」という理念のも
と大阪府八尾市を拠点にイベントへの参加・企画を通じて、
地域活性を目指す団体です。メンバーそれぞれの個性を活
かした活動を行うことで、自己成長につなげていきます。

□ 色んな志を持った仲間に出会える
□ はちのじがあなたの居場所になる
□ 企業、行政、NPOなど様々な
　 活動をしている社会人と出会える
□ 自分のやりたいことに挑戦できる
□八尾のまちづくりに関わることができる
□イベントの中で子どもと関わることができる

POINT

●4/8（木）～ 5/20（木）
　　火・木おしゃべり会＠近畿大学
●4/8（木）～ 5/20（木）
　　火曜日説明会＠近畿大学 or Zoom
　　詳細は Twitter で！！
●6/27（日）　YAO OTAIYA MARKET
●8月　　 はちのじ夏合宿
●11月頃  いきいき八尾環境フェスティバル
●2月　     はちのじ冬合宿
その他イベントにも不定期で参加します！

全体ミーティングは第一・第三火曜日に行っ
ています。
その他、各プロジェクトごとに活動中！

はちのじ公式
Twitter、Facebook：@8noji8ao

お申込み・お問合せは LINE から

学生団体はちのじ
担当：山本凌万
MAIL: 8noji8ao@gmail.com
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八尾廃校
SATODUKURI BASE

廃校を拠点とした
里山の自然体験と活用

・身近な生き物について観察や体験ができる「きんたい廃
校博物館」
・高安山の間伐材などの加工が体験できる「木育教室」
・八尾市の地場産業であった河内木綿の加工が体験できる
「河内木綿手織場もめんカフェ」
など月一回の開館日に合わせた全体活動と、各グループで
の活動を実施。
・地元の野菜やグルメ、手作り雑貨などが集まったマルシェ
　などの企画運営をしています。

絶滅危惧種の淡水魚「ニッポンバラタナゴ」の保全を軸に生物
や環境の保全、木材や空き家の活用、イベント運営など里山の
暮らしに関することを学生も社会人も関係なく一緒に楽しく考
え、活動してみませんか？
すでに興味のある分野に関わりたい人や新しく何か始めたい人
も大歓迎！

八尾廃校 SATODUKURI BASE は、里山の自然が残る大阪
府八尾市高安地域にある使われなくなった校舎を里山の自
然を体感できる拠点して地域の方々を中心に活用・運営す
る団体です。またこの拠点を中心に高安地域の自然生態系
の保全や空き地空き家活用へと活動を拡げています。

□廃校を活用した活動に参加できる。
□いろんな学生、社会人と仲良くなれる。
□多世代と交流できる。
□各分野の専門家と活動できる。
□環境や自然について学べる。
□多岐にわたる内容から好きな活動を選べる。

POINT

◎５月　新歓交流会
◎毎月第３土曜日
　開館日前日準備＋各グループ活動
◎毎月第３日曜日
　月 1開館日
◎年 2回　　やまねきマルシェ開催

※ほか、各グループ活動あり

・全体ミーティング：月 1～ 2回
（時期によっては増えることがあります）
・各班ミーティング：随時開催

LINE 公式アカウント

お申込み・お問合せは LINE 公式アカウントから

八尾廃校 SATODUKURI BASE 公式
HP、Instagram、Facebook
「SATODUKURI」で検索！

SATODUKURI BASE
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NPO法人 み・らいず 2

発達障がい、不登校、貧困の
子どもに学びと遊びを！

・不登校、貧困、発達障がいのある子どもの学習支援、　
　居場所づくり
・子ども食堂の運営
・障がいのある方のお出かけの支援
・障がいのある子どもへの療育
・その他イベントの企画など、さまざまな活動があります！

み・らいずではさまざまな大学・学部の学生が、支援の現場で活躍
しています！学生の役割は、子どもたちと年齢が近い立場で、本音
を聞いたり、思いっきり一緒に遊んで楽しむことです。
「やりたい。でも一人では不安なことも、お兄ちゃんお姉ちゃんと一
緒ならできる！」
子どもたちのそんな一歩を一緒に後押しする存在として日々の活動
に取り組んでいます！

不登校、貧困、障がいなど、さまざまな子どもたちへの学
習支援や居場所づくりをしています。最近では、子ども食
堂の運営もはじめました。関西圏の大学生が主体となって
活動をしています。み・らいずで初めてボランティアに取
り組む学生がほとんどです。子どもとの関わり方や企画の
アイデアは一緒に話し合いながら取り組んでいます。実際
の活動のほかにも、研修などを通して学ぶ機会もたくさん
あります。「何かやってみたい！」という方はぜひ説明会
にお越しください！

□ 初心者歓迎！はじめてボランティアを
　 する大学生がほとんどです。
□ 「何かやってみたい」「興味はあるけど
　 ちょっと不安」という方も大丈夫！
□ 大学では得られない経験が将来に役立つ！
□ 大学の講義では知ることのできない新しい
　 発見や体験がたくさん詰まっています。

POINT

ボランティア説明会、研修会、ガ
イドヘルパー講座
各事業部で活動開始
BBQ
キャンプ
釣り大会、ハロウィンイベント
人権研修、クリスマス会、忘年会
新年会
卒業生を送り出す「ありがとう会」

・4月～
　
・5月～　
・6月～　
・7月～　
・10月　
・12月　 
・1月　 
・3月　

・活動　週 1～
・研修会　月 1～
・その他、随時イベント等

LINE 公式アカウント

お申込み・お問合せは LINE 公式アカウントから

MAIL: gakuseisun@me-rise.com

み・らいず 2

※その他、活動する事業によって異なります
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八尾レオクラブ

For Dream!! 
様々な奉仕活動を通して成長できる !

◎八尾河内音頭祭りにてワークショップ開催
八尾河内音頭祭りで八尾の特産品である歯ブラシを用いて
ブレスレットやロボットを作成するワークショップを開催。

◎災害復興支援 (西日本での豪雨被害 )
2018、2019 年に岡山県と愛媛県にて豪雨災害への復興支
援を実施しました！

会長 : 須藤悠太「お話し大好きなのでまずは一度お話ししてもら
えたらめちゃくちゃ嬉しいです！みなさんの意見聞かせてくだ
さい！！」
幹事 : 西田浩季「八尾レオクラブには個性豊かなメンバーがおり、
29歳のお兄さん (おっさん )もいます！興味があれば是非！！」

八尾レオクラブは、八尾市を拠点に、様々な地域で奉仕活
動を行う団体です。地域・社会の課題に対し、自分たちが
できる改善策を考え、実行に移す活動を通して、社会の一
員として成長する事が目的です。 他の地域のレオクラブと
合同で活動することもあります。

□ たくさんの学生や社会人と仲良くなれる！
□ 海外交流ができる！
□ 八尾をもっと知り、もっと好きになれる！ 
□ 奉仕活動を通して、様々な体験ができる！

POINT

◎各月例会 (ミーティング ):
　7月～翌年 6月まで
◎9 月 : 英語弁論大会、八尾河内音頭祭り
◎その他活動 : 適宜ご連絡させて頂きます！

◎例会 (グループミーティング ):
　毎月第一木曜日 19時～21時まで
◎地区協議会 (他レオクラブとのミーティング ):
2 ヶ月に 1回土曜日に開催

八尾レオクラブ
担当： 須藤悠太
MAIL: yao.leoclub@gmail.com



新歓イベント開催！

8団体合同

◎主催：World Seed　　◎共催：環境アニメイティッドやお 

LINE 公式アカウントから！

13:00-15:30
オンライン
参加費：無料

先着
50名

5.15

［
sa

t］

12:30-15:00
アクトランド YAO
参加費：無料

先着
100名

4.24

［
sa

t］

Osaka Social Action
LINE 公式アカウント

イベントの詳細は、
ホームページへ！
Instagram、Twitter でも
情報を発信しています。


