
4.27 11:30-15:30
アクトランド YAO
参加費：500 円

12 団体が合同で開催する、
ボランティア募集団体の
新歓イベント開催！

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

◎発行日　2019 年 4 月 1 日　◎発行元　環境アニメイティッドやお　◎デザイン　World Seed
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　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
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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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合同新歓ってどんなイベント？合同新歓ってどんなイベント？
12の社会貢献団体が集結！アウトドアパーティー開催！
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！ゲームを交えて
楽しく交流するので、自
然と会話が生まれます。

＼みんなでゲーム／

ランチを食べてリラックス
した後は、団体の説明を
聴いたり、気軽におしゃ
べりをする時間。
気になる団体を見つけて
話してみよう！

＼みんなでおしゃべり／

お昼ご飯はみんなでアウ
トドアクッキング！自然の
中で協力してつくるランチ
は格別の味です！
名物は鶏の丸焼き。

＼みんなでランチ／

合同新歓には色んな大学から学生が集まります。2回生以上
の学生もたくさん。これを機会に他大学の友達との出会いが
あるかも！？
≪過去の参加大学≫近畿大、大阪教育大、大阪経済法科大、大阪総

合保育大、阪南大、大阪産業大、関西福祉科学大、常磐会短期大、

大阪大、関西学院大、関西大……その他

＼色んな大学からたくさんの参加／
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NPO法人 KARALIN
からりん

いまから~ここから~こころから~　あなたとつながりたい

kids education

P O I N T

私たちが心から望むことは多様性を認め合い、大人と子ども、
女と男が対立や上下関係なく、 お互いのいのちと心が尊重さ
れ、暴力に代わる問題解決がなされる社会の実現です。その
ために、子どもと女性その他支援を必要とする人 に々対して、

●つどいの広場事業
(からりん広場・つどいの広場夢実人)
●幼児生活クラス(どみそランド)
●居場所事業
(10代の居場所　ちゃぽん・おとなな日　よって木)
●ワークショップ提供事業
(いじめ防止＊ＲＥ：プログラム・デートＤＶ予防＊みんな活き
活きプログラム・幼児向けファンフレンズ・前向き子育てトリプ
ルＰ)
●マーケットやフェスタなどへの子ども向けブース出展

事業は随時行っております。詳しくは、ＱＲコードより団体の
ＨＰへ。学習・交流を目的とした定例会を2か月に１度行って
います。

毎週木曜日の16時から21時は、10代の居場所で学習支援や
食事提供。11月はプリズムホールでひゅーまんフェスタに子ど
もの社会見学受け入れで協力しています。依頼があれば、子ど
も向けの遊びの会の講師などにも出張します。その他の事業
も随時行っており、興味のある分野の活動にぜひご参加下さ
い。

□多様な年代の子どもと接するチャンスがあります。
□子どもに関する課題の解決に向けて
　一緒に何ができるか考えることができます。
□次世代の親になる若者が、子育てに関する
　情報を得ることができます。
□将来教員や子どもに関わる職業に就きたい方は、
　勉強になると思います。

ＮＰＯ法人ＫＡＲＡＬＩＮ
〒５８１－０００２
八尾市東久宝寺１－２－１４
０７２－９２４－３７１０
http://karalin.chu.jp

つながり、助け合い、学び育ちあう場の提供や支援及び啓発・
推進活動に関する事業を行い、子どももおとなも心地よい、尊
重しあえる地域社会づくりと社会全体の福祉と利益の増進に
寄与することを目的としています。

どんな団体？

活動内容 活動日時

学生へのメッセージ

ご連絡先

Twitter

ホームページ
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machi

八尾バル

P O I N T

"Living and Loving"

コンセプトは、ずばり「地産地食」。春は八尾若ごぼう、夏は八
尾えだまめ。これらの新鮮な八尾で育った農産物と、八尾の
選りすぐりの美味しいお店を結んだ食べ歩き飲み歩きのイベ
ントです。チケット1枚で八尾産の旬野菜を使った逸品を味わ
える、おトク感と美味しさ満載の一夜です。

八尾バルは、3月と7月の八尾野菜の収穫時期に合わせて年2
回行っています。八尾バルに参加していただく飲食店に実行
委員が足を運んでコミュニケーションをとったり、様 な々人と
会い「八尾バル」の営業を行ったり、ＳＮＳなどを用いてアピー
ルをするなどをして学生主体で準備・運営をしています。

□コミュニケーション能力を磨くことができる！
□発案した企画やアイデアを自由に試すことができる！
□パソコン作業に強くなる！
□会社員、社長、飲食店のオーナーなど、
　様 な々人と関われる！
□文章を書く力がつく！　

八尾バル実行委員会（事務局）
〒581-0004
八尾市東本町3-7-16クレール東本町403号おふぃす・ともとも内
実行委員長 高野朋美（たかのともみ）
メール：yaobar80@gmail.com
TEL：080-4855-6452
※基本的に留守番電話になっていますので、ご用件をお知らせください

Facebook:https://www.facebook.com/yaobar80　　　　　　　
気になった方は＠yaobar80 で検索！　　

どんな団体？

活動内容

ご連絡先

event

月1回の会議、八尾バル当日の運営（年に2日間）
LINEを使っての打ち合わせ

●4月 　夏バルキックオフ・ミーティング
●4月23日 　合同新歓
●5月～6月 　月1回会議・八尾バルの準備
●7月 　追い込み準備
●7月下旬 　「八尾えだまめ」をテーマ食材とした夏バル
●10月 　春バルキックオフ・ミーティング
●11月～1月　月1回会議・八尾バルの準備
●2月 　追い込み準備
●3月中旬 　「八尾若ごぼう」をテーマ食材とした春バル

活動日時

年間スケジュール

様 な々社会人・学生と一緒に創りあげ、今年8年目の八尾バ
ル。中核を担うのは、学生の皆さんです。社会人メンバーや、お
よそ40店舗の飲食店の方 と々一緒に美味しい料理とお酒が
楽しめるイベントを創っていきませんか？普通の大学生活をし
ているだけでは成しえない経験や挑戦ができますよ！

学生へのメッセージ



machi

NPO法人み・らいず２

P O I N T

子どもの貧困問題など、地域福祉に取り組む。

現代の日本の子どもたちは、7人に1人が貧困状態にあると言
われています。「そんな子どもたち、本当にいるの！？想像つか
ないんだけど」と、周りには知られないまま我慢を強いられる
子どもたち。
そんな子どもたちの居場所づくりや勉強のサポートを通して、
社会で生き抜いていく力をつけるサポートをしていきます。
彼・彼女たちと年齢の近い大学生だからこそできるボランティ
アです。

小学生～高校生の貧困状態の子どもたちが自由に通うこと
が出来る居場所でボランティアをしてもらいます。子どもたちと
遊んだり、勉強を教えたり、イベントの企画・運営をしたりしま
す。

＼み・らいずでは通年でできるボランティアがたくさんあります／
●障がいのある方のお出かけのサポート
　土日祝に、障がいのある方と一緒にお出かけをしてもらいます。
●不登校の子どもの居場所づくり
　月～金の日中に、不登校の子どもたちが通う居場所で、勉強を
　教えたり、一緒に遊んだりしてもらいます。
●発達障がいのある子どもの学習支援
　月～土の夜の時間に、発達障がいのあるこどもの塾の講師を
　してもらいます。

◎ボランティアを始めるには、
週末開催している「み・らいず２ボランティア説明会」へ参加する
か、毎月開催している「ボランティア研修」へ参加してください。学
生のみなさんのスケジュール（実習や就活、帰省など）に合わせつ
つ、スタッフと相談しながら活動頻度等検討していきます。

□貧困、不登校、障がい、発達障がい、など幅広い
　ジャンルのボランティアを体験できる！
□学生が200名以上活動しているので、
　他大学・他学部の学生と知り合いになれる！
□自分の価値観が拡がる！
□NPOの働き方を身近で感じられる！
□社会課題に敏感になる！

NPO法人み・らいず２
ボランティア・コーディネート担当：東
email：gakuseisun@me-rise.com
TEL：050-5840-3119
公式LINE：@xfr1226j

どんな団体？

活動内容

［曜　日］月～金
［時間帯］曜日によって異なりますが、14:00～21:00の間の
　　　　3～4時間程度です。
※活動時間や曜日は相談して決められます
※み・らいず２では上記以外のボランティアもたくさんあります。
　土日の活動や障がい者のボランティアもありますので、ご相談ください！

活動日時

年間スケジュール

み・らいずでは、ここで紹介している活動の他にも、発達障が
いや不登校の子どもたちをサポートするものもあります！毎年
200人以上の大学生が活動しているので、安心してボランティ
アを始めることができます。
人と関わるのが好き、子どもが好き、何か新しいことをスター
トしてみたい！という方はぜひ説明会にお越しください！

学生へのメッセージ

ご連絡先

event
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200人以上の大学生が活動しているので、安心してボランティ
アを始めることができます。
人と関わるのが好き、子どもが好き、何か新しいことをスター
トしてみたい！という方はぜひ説明会にお越しください！

学生へのメッセージ

ご連絡先

event
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camp

P O I N T

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！″

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 な々体験の機会を創る活動を一緒
にしませんか。

現在運営に携わっている八尾市・柏原市（南ブロック）・寝屋
川市・四條畷市（北ブロック）の野外活動センター及び、大阪
府立海洋センターのいずれかで活動します。
子ども達を対象にした日帰りや宿泊活動のサポートなどを行
います。

□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！

アクトランドYAO
（八尾市立大畑山青少年野外活動センター）
宮嶋 啓太（みやじま けいた）
℡：072-940-2028
Mail：miyajima@actland-yao.jp

どんな団体？

活 動内容

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。

・森（海）のようちえんなどの幼児対象の年間イベント
・森の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
・環境教育や自然体験イベント

活動日時

年間スケジュール

募集対象は４年生大学の１・２回生。

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。

学生へのメッセージ

ご連絡先

kids
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をかしわらマルシェ

P O I N T

柏原の、いとをかしなものみつかるマルシェ

趣向を凝らした作品や趣ある佇まい、柏原にご縁のある、いと
をかしな人達。そんな人達を「をかしわら」と呼び、日常の延長
にある「をかし」なヒトモノコトに出会える「をかしわらマルシェ
」を毎月第二日曜日に開催。
メンバーは地元の市役所若手職員や大学生、若手経営者な
ど20～30代が中心。
昨年7月に始まったばかりのマルシェのスタッフを募集していま
す。

☆関与度に応じてグループ分けされています☆
●助っ人をかしわら
　マルシェ会場の設営～片付け、本部で取り扱う地場産
　野菜やワイン・ぶどうジュースの販売、警備など、
　当日限定のお手伝いグループ。
●チームをかしわら
　定例会議や他マルシェ参加など当日以外の活動にも
　参加できるグループ。
●をかしわら実行委員会
　全体の企画、運営に取り組んでいくグループ。

□をかしな店主や作家さんに出会える。
□たくさんの人との繋がりを持てる。
□マルシェの雰囲気を間近で味わえる。
□当日都合のあう時間帯から気軽に参加OK。
□5/12(日)、気になった方はぜひ遊びに！

事務局
をかしわらマルシェ実行委員会
代表：舩冨 督央（大阪教育大学卒業生）
TEL：090-6234-6239
LINE ID：271031090

どんな団体？

活動内容

マルシェ開始4時間前～終了1時間半後
マルシェ開催日時：毎月第二日曜　10:00～16:00
※7月～10月はナイトマルシェ　16:00～21:00
※昼マルシェ時は当日打上げ兼振り返りを行います。
※ご都合の合う時間帯のみ参加も可能です。

上記活動を毎月実施していきます。
単調な繰り返しではなく、2月ならバレンタイン、
7月なら七夕など時季に合わせて企画を練ります。
ご都合の良い月のみスポット参加も大歓迎です★

活動日時  マルシェ当日

年 間スケジュール

をかしわらマルシェは、地域のすてきな商いを知り、
ふだん使いすることが良き商いを育て、
地域の魅力を増すことに繋がる「Buy Local」という
考えを醸成するために取り組んでいます。
をかしわらスタッフは、マルシェのをかしな雰囲気が
好きになって参加してくれている人ばかりです。
ぜひ一度、をかしわらマルシェに遊びに来てください。

学生へのメッセージ

ご連絡先
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ecology event

ハッピーアースデイ大阪

P O I N T

日本初！学生主体で行われる「アースデイ」イベント

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.
日本初の学生主体のアースデイであり、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24,000人で、イベントでは体験型のワークシ
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150以上並びます。
「One Step for Action」をコンセプトとしており、参加するすべて
の人の背中を押してあげられ、誰もがしあわせを感じられるよ
うな「場」をつくることを目指しています！

イベントを運営する実行委員として、企画を考えたり、参加団
体さんと連絡をとったり、ホームページやチラシを制作したり、
企業に訪問したりします！

□ 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！
□ 企画力やデザイン力が身につけられる！
□ TVでは学べない社会を知ることができる！
□ 将来に活かせるつながりを作れる！ ハッピーアースデイ大阪実行委員会

Mail：info@happy-earthday-osaka.com
Facebook、twitter、Instagram、
HP：「ハッピーアースデイ大阪」で検索！

どんな団体？

活動内容

学生ミーティング：月１回
チームミーティング：月１回
実行委員全体ミーティング：月１回

その他、勉強会や交流会も定期的に開催します！

５月１１日：新入生歓迎会
５月１９日：実行委員説明会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３月：ハッピーアースデイ大阪イベント

※ミーティングや勉強会はその都度日程調整します

活動日時

年間スケジュール

ハッピーアースデイ大阪の活動を通して、たくさんの人
との出逢いがあります。
イベントの運営では学生の意見を尊重し、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！
私達と一緒にハッピーアースデイ大阪を盛り上げましょう！

学生へのメッセージ

ご連絡先



8

P O I N T

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！

「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。海外や日本の子どもについての社会問題を伝えるために
スタッフみんなで勉強してたくさんの人により楽しく知っても
らうイベントを作っています。企画や広報など、当日までに様
な々経験をし、仲間と一緒に成長しています

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！ご応募いただいたご家庭にサンタさんがプレゼントをお
届け。その際にチャリティー金をいただき、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！
他にも、海の日に青いサンタに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などの活動も行って
います。

全体ミーティング：月１回
（時期によっては２～３回に増えることもあります。）
各班ミーティング：随時開催
支援先勉強会：月1回

World Seed ダブルスマイルサンタ
担当：若井　優介（近畿大学 総合社会学部 3回生）
MAIL：staff@wsmilesanta.com

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！

LINEでのご連絡は
こちらから

□ 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！
□ たくさんの人と交流できる！
□ コミュニケーション能力が身につく！

どんな団体？

活動内容

活動日時

◆ダブスマ説明会
5/9(木)、5/13(月)、5/23(木)、5/27(月)、
※場所は未定です。興味のある方は下記ラインよりご連絡お待ちしています。
●5/18(土) 　はちのじ×ダブスマ 新歓BBQ
●7/15（月） 　ブルーサンタ／サンタさんがビーチでごみ拾い！
●10月 　あかはなCafé／海外支援の報告会
 　ハロウィンサンタパーティー
●11月 　サンタスタッフ説明会
●12/24(火) 　ダブスマ本番！
●1月　 　子どもたちへのお手紙作成会

年間スケジュール

ご連 絡先

kids event

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！！それがダブスマです！！
イベントを作ってみたい、海外支援・子どもに興味がある、
新しいこと始めたいという方大歓迎♪

学生へのメッセージ
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machi

はちのじ

P O I N T

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

はちのじは、八尾における地域イベントへの参加・企画を通じ
、地域活性を目指す団体です。学生1人1人の興味分野に合
わせてフィールドで活動することで学生の自己成長の実現を
する。そんなコンセプトの下活動しています。

月に4回程度集まっています。メンバー間の情報共有 や、楽し
く交流を行なっています。また、様 な々テーマで活動するプロ 
ジェクトチームごとに地域に足を運びます。 
ex)しおんじやま古墳学習館
　⇒巨大な古墳をフィ－ルドに、学習館の職員さんの
　　指導の下、企画を行っています。
　　（下の写真は、古墳の斜面を走る子どもたち）
　　

□ 色んな志をもった仲間に出会える
□ 団体の雰囲気がゆるい
□ 企業、行政、NPOなど様 な々活動をしている
　 社会人と出会える
□ 自分のしたいことを探し、挑戦できる
□ 八尾において「まちづくり」に関わることができる
□ 自分について知れる(就活で役立つかも！)

担当：大見 茉莉子(近畿大学2回生)
Mail : 8noji8ao@gmail.com 

はちのじ公式
Twitter : @8noji8ao
Facebook : @8noji8ao 

どんな団体？

活動内容

月に4回程度集まっています！！
その他、各プロジェクトごとに活動中！

●4/22(月)～4/26(金)
●5月毎週火曜日
●5/6(月) 
●5/18(土)
●8月ごろ
●11月ごろ
●8月ごろ 
●2月ごろ 

おしゃべり会@近畿大学

はちのじ説明会

わくわくまつり with 健康子育て支援団体すまいる

はちのじ×ダブスマ 新歓BBQ

はちのじ夏合宿

いきいき八尾環境フェスティバル

はちのじ夏合宿

はちのじ冬合宿

☆その他活動も随時更新中！

活動日時

年間スケジュール

「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…」 
そんな風に思っている人に、ぜひはちのじに入ってほしい。
はちのじでは、八尾をフィールドに、メンバー1人1人の興味分野に合わ
せて様 な々活動を現在進行形で生み出しています。そんなわけで、「今、
明確に何がしたいか分からない！」という人でも全く問題なし。まずは、先
輩と一緒に活動に参加することで、気軽に新しい一歩を踏み出せます。
また、社会人、2～4回生の大学生などと幅広い年代の先輩がいるので、
仲間と出会うきっかけにあふれています。はちのじで一緒に活動をして、
いろんな出会いや経験を楽しもう！

学生へのメッセージ

ご連絡先

event

LINEは
こちらから
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そんな風に思っている人に、ぜひはちのじに入ってほしい。
はちのじでは、八尾をフィールドに、メンバー1人1人の興味分野に合わ
せて様 な々活動を現在進行形で生み出しています。そんなわけで、「今、
明確に何がしたいか分からない！」という人でも全く問題なし。まずは、先
輩と一緒に活動に参加することで、気軽に新しい一歩を踏み出せます。
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学生へのメッセージ

ご連絡先

event

LINEは
こちらから



NPO法人グラウンドワーク八尾

P O I N T

八尾市の環境保全を目指し、自主活動に取り組む学生を募
集します。
※定員は３名程度とさせて頂きます。【申込順】

おもちゃの病院のオープン、屋上庭園の自然再生自主活動、
フリーマーケット出店、環境調査、イベントブース出店

□ 自由な発想で企画提案できる。
□ 多種多様な方との出会いがある。
□ ＳＤＧｓを実践できる。

ＮＰＯ法人グラウンドワーク八尾
事務局長　小林裕五
Mail：gwy@yao-meguru.jp

どんな団体？

活動内容

①定期活動：第１土曜日午前10時～正午【おもちゃの病院・屋上自然再生】
②環境調査：９月上旬【琵琶湖等】
③フリマ出店：10月～12月第２日曜日13時～15時【めぐる２階フロア】　
④イベント協力：３月下旬【久宝寺緑地】

活動日時

年間スケジュール

■ ５/４(土)　午前10時～正午　自然再生活動体験、説明会
■ ６月より毎月第１土曜日午前９時～11時
　 おもちゃの病院、おもちゃの診察
■ ６月より毎月第１土曜日午前10時30分～正午
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環境活動に関心がある方、自主的な活動を始めたい方、仲間を増やし
たい方、日本の環境活動を学び将来国内外で活動したい方、お待ちし
ています。

学生へのメッセージ

ご連絡先

10

環境活動メンバーを募集します。 Môi trường hoạt động nhóm được hình thành.
募集環境活動成員。

ecology event
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HPは
こちらから

認定NPO法人D×P（ディーピー）

P O I N T

「先生」以外にも、教育に携わる仕事がある。

D×P（ディーピー）は、通信・定時制高校の高校生に「つながる
場」と「いきるシゴト」を届けるNPOです。不登校経験、いじめ
経験、発達・学習障害や経済的困難などの生きづらさを抱え、
自分の「これから」を前向きに考えられずにいる高校生が通信
・定時制高校に集まっています。一方で、自分でお金を稼いで
いたり、 SNSのフォロワーが多かったり、突出した特技があっ
たりと高校生一人ひとりはとても多様です。D×Pは、10代後半
の若者が持つ「生きづらさ」と「可能性」の両方を見つめ、関わ
っています。あなたも多様な高校生と関わってみませんか？

○通信制・定時制高校に出向き、高校生と大学生・社会人ボ
ランティアが、一緒に過去の経験や将来のことを考える独自の
授業『クレッシェンド』を行なっています。
○定時制高校のなかに、食事提供を兼ねたカフェを週１開き
、高校生の居場所をつくる事業を行なっています。
○高校内やLINE＠での進路・就職のサポート、事務所を高校
生が利用できる場として開放するなど、一人ひとりの状況に合
わせて卒業後の仕事を一緒に考えています。

□ 多様な高校生と対話し、個性を活かす
　 方法を考える経験ができる！
□ 教育や福祉に興味がある学生にオススメ

認定NPO法人D×P
WEBサイト：https://www.dreampossibility.com/
MAIL:info@dreampossibility.com
twitter:@npo_DxP
Facebook：https://www.facebook.com/npodxp/

どんな団体？

活動内容

○大学生ボランティアとして関わる！
通信制・定時制高校で行われる授業の日程を随時お知らせ
しています。事前の打ち合わせ2回と4回の授業に連続してご
参加いただきます。通信制高校は、土曜日がメイン、定時制高
校は、平日夜に授業を行います。
○インターンとして関わる！
１年間～の長期インターンシップです。週３～・1日3～6時間
程度。※平日夜にプログラムが開催されるため、その時間帯の
出勤がメインです。※活動支援金と交通費を支給いたします。

活動日時

D×Pに関わる人は、「ひとまとまり」でなく、「一人ひとり」と向き
合う/否定せずに、関わる/様 な々年齢やバックグラウンドの人
から学ぶ　に共感する人たち。ボランティア登録数は、290人
ほど。様 な々年齢・経歴・仕事を持つ人が集まっています。たく
さんの人との出会いは、あなたの「これから」に活きるものとな
ると思います！一緒に活動してみませんか？

学生へのメッセージ

ご連絡先

年間スケジュール
ボランティア・インターンともに随時説明会を実施しています。
D×PのWEBサイトから、お申し込みの上、説明会にお越しくだ
さい♪

event education



毎月：体験教室の実施（木綿・木工）
　　　河内木綿の育成、森林整備
　　　八尾高安地域の生物多様性の調査・研究・飼育
　　　
春頃：こども向け木工教室の体験会実施
　　　木綿・木工の体験教室の運営（月に数回実施）
夏頃：夏休みの体験教室の実施
秋頃：綿花の収穫、ドビ流し

活動日時／年間スケジュール
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廃校Re:活用
八尾の廃校を活用した体験・学びと地域の魅力発信。

P O I N T

八尾の高安地域で廃校となった校舎を利用して、生物多様性
の調査・研究、綿花栽培、木綿の糸紡ぎ～機織り体験教室、
森林整備と木材活用に関する木工教室などの取組を行って
います。
既存の活動に参加してもらうだけでなく、今後これらの取組の
対外発信や周知を目指したイベントや廃校の空き室活用など
の企画運営を行います。

月1回から生物・農業・機織り・林業・木工・廃校活用と幅広い
分野から好きな活動に参加できます。
ex） ニッポンバラタナゴに関する飼育研究
     綿花栽培から糸紡ぎ・機織りに関する体験教室の運営
     地元の木をはじめ、様 な々木材を使った木工教室の運営
     廃校の空き教室を使った新しい取組の企画運営　など

廃校活用が始まってまだ1年と短く、学生の募集も今年が初めてですが、
前例がないからこそ、みんなの「やってみたい！」が実現しやすい環境にあ
ります。また、すでに廃校の活用を様 な々角度から挑戦しており、「まずは
色んな事に挑戦してみたい…」「廃校活用からまちづくり、コミュニティづ
くりに挑戦したい」「モノづくりを中心にこども達に体験・学びの場を提供
したい」などをやってみたいと思っている方はぜひ一緒に活動してもらえ
ればと思います。
「明確にやりたいことがわからない…」「経験したことがないけど…」とい
う人でも全く問題なし！未知への挑戦大歓迎。まだ社会人を中心とした
団体なので、様 な々プロと出会うキッカケにあふれ、コチラは学生の新し
い見方・考え方を取り入れさせて頂き、良き縁を築いていければと思って
います。ぜひ！一緒に楽しみながら活動しましょう！！□ 新しいチームなので、新しいことに挑戦できる 

□ 企業、行政、NPOなど様 な々活動をしている
 　社会人と出会える 　  
□ 八尾高安地区のいわゆる人口減少地域で
　 廃校活用からのまちづくりに関われる。
□ 子どもと関わる活動ができる

担当：谷　拓也(リーラボ　代表)
リーラボ Twitter : @ReLab80
 Facebook : @relab80 
Mail : info@relab-woods.com 

どんな団体？

活動内容

各活動を月1回から実施。
その他、プロジェクト毎に会議や勉強会の実施。

活動日時

学生へのメッセージ

ご連絡先
line

ecology machi
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ecology event

天神祭ごみゼロ大作戦

P O I N T

日本三大祭、天神祭のごみをゼロに

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。

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。
延べ1500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！
●エコステーションの設置
●リユース食器の導入
●ごみの拾い歩き

■6/8(土) 　第1回リーダー研修会
■6/15(土) 　第2回リーダー研修会
■7/6(土)、7(日) 第3回リーダー研修会
■7/20(土) 　第4回リーダー研修会
■7/24(水) 　天神祭ごみゼロ大作戦（宵宮）
■7/25(木) 　天神祭ごみゼロ大作戦（本宮）
■8月 　「振り返り会」

□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！

天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会
担当：井村
Mail:info@tenjin-gomizero.jp

初年度は、ごみの調査を実施。2017年はその結果か
ら、一部エリアで実施し、2018年は川沿いの全エリア
で展開しました。今年はその結果から同じく全エリア
で実施し、より効果のある活動を目指します。
更なるステップに一緒に取り組むボランティアリーダ
ーを募集します！

どんな団体？

活動内容 活動日時／年間スケジュール

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 と々出
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！

学生へのメッセージ

ご連絡先
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2019.4.27MAP 11:30-15:30
アクトランド YAO
参加費：500 円

QRコードから申込フォームにアクセスし、
必要事項をご記入の上、お申込ください。
環境アニメイティッドやおのHPからもお申
込いただけます。
「環境アニメ」で検索！

TEL:070-5581-6418(担当：World Seed 岡見)
MAIL:osakasocial80@gmail.com

◎主催　環境アニメイティッドやお　◎事務局　八尾市環境保全課

12団体が合同で新歓イベントを開催します。
先着100名。早めのお申込をお待ちしています。

近鉄恩智駅から
徒歩約 15 分

南高安小
南高安小

大正銀行
「南高安小学校前」
交差点

旧R170旧R170

アクトランド YAOアクトランド YAO恩智駅恩智駅
申込みフォーム

Lets Party


