
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC（コミュニティ・コラボレーションセンター）とは、 

学生が大学から飛び出して行う活動を支援する教育機関です。 

これまでにも、多くの学生が大学で学んだ知識を活かし、 

地域や世界の人々と出会い、共に活動をしています！ 

ぜひ一度 CCC に話を聞きに来てみてください☆ 

きっと新たな出会いや学びがあります♪ 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

 今の皆さんは未来への期待が心に満ち、とても輝いていると感じて

います。その素晴らしい未来を実現するため学生時代に社会の実態や

仕組みを理解し、対応能力を高めるよう、ＣＣＣはみなさんのボラン

ティア・社会貢献活動をサポートしています。 

 環境保全や国際交流、障がい者や高齢者、子どもたちのサポート、

震災支援や企業、自治体と連携した活動などに参加することは人と社

会に役立つだけではなく、同時に社会勉強にもなります。ＣＣＣでは、

社会を先取りし、また専攻、学年を越えた多くの仲間とともにきっと

楽しく有意義な学生生活を送ることができると約束します。 

ＣＣＣの扉はいつも開いています。一度、友達を誘い覗いてみてく

ださい。 

ＣＣＣセンター長 

ブイ チ トルン先生 
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地域のために自分が興味のあること・やりたいことを 

形にすることが出来ます★それを実現させるために、 

スタッフ・学生スタッフがサポートします♪ 

 

 

 

 

★昨年度の例★ 

リーダー会、味噌蔵ツアー、介助犬デモンストレーション 

 

ＣＣＣイメージキャラクター 

 しーちゃん 

 

月に２回、ボランティア情報を発行しています★ 

そこには募集しているボランティアや 

イベントの情報が載っています＾＾  

実際に経験のある人に話を聞くこともできるので、 

初めての人でも気軽に参加できます！ 

興味のあるボランティアがあれば、スタッフに声をかけてね♪ 

 

CCC 開設科目は座学だけでなく、地域に出て活動したり、

みんなでディスカッションをしたり活動的な授業です！

様々な人との交流を通して、体験的に学習できます＾＾ 

 

地域のために何かしたい！と、多くの学生グループが活動をしています。 

そんなグループを支援するチャレンジファンドという制度もあります★ 

 

 【CCC開設科目（2014年度）】 

入門ボランティア 

障がい者支援ボランティア入門 

コミュニティ・サービスラーニングⅠ～Ⅵ 

Ⅰ）まちづくり Ⅱ）企業の CSR活動 Ⅲ）地域メディア実践 

Ⅳ）地域福祉 Ⅴ）日本語学習支援  Ⅵ）食と環境 

＊2013度チャレンジファンド団体＊ 

・あじゅあす ・うぃるく ・エコのつぼみ エコイズム ・小島ゼミ 

・カラコミュ ・国際協力研究会 ・こけっこー ・コミュカフェ  

・こめ☆こめくらぶ ・大学生にもエシカルを！ ・はぴばる  

・大学祭実行委員会 Share smile ・福祉貢献学会 地域密着班 

・Fsus4 ・ASU震災復興応援プロジェクト ・ASUへの Funfair  

・ASU element project  ・410graph 

チャレンジファンド 2014は 4月から募集が始まります★  

 

 



社会貢献活動を自主企画し、活動している学生団体（一部）を紹介します。新メンバー募集中！！ 

共同料理 

なごやか 

うぃるく 

コミュカフェ 

しゅくぐる 

ちゃっちる 

 

         活動目的：東日本大震災の影響により、名古屋へ被災してきた子ども達とキャンプなどの活動を通して、思          

い出作りを行う。 

                     活動内容：参加する子ども達が楽しい思い出を残してもらうためのイベントの企画・運営を行っています。

キャンプでは、飯盒炊さんやキャンプファイヤーなどを行うため団体内で技術を高めています。

活動は企画、製作、宣伝の 3つの班にわけて各班の活動の進行状況を週に 1回のミーティング

で確認しあっています。また、他団体の活動のお手伝いなども行っており、子ども支援だけで

なく様々な分野へのマルチな活動を展開しております。 

ミーティング日:月曜日お昼（変更あり）      

         メンバー数：40人 

 

 

 

       活動目的：孤食による身体的・精神的不健康の解決。地域のネットワークづくり 

          活動内容：孤食とは、1 人で食事をとること。1 人での食事は「いただきます」の言葉が減り、命への感謝

の気持ちが薄れたり、「好きなもの好きなだけ」のメニューで栄養が偏りがち。 

なごやかでは 2 か月に 1 度、生涯学習センターで独居の高齢者さんを中心とした料理会を実施し

ます。献立は栄養バランス、旬の食材に配慮して自分たちで考案し、参加者の方に作った料理を

自宅でフィードバックしていただくことを目的とします。また、地域での仲間づくりや、世代間

交流にも貢献します。 

ミーティング日：火・木 ※火曜は、簡単な手話を学びながら 

メンバー数：7 人 

 

 

           
        活動目的：福祉施設の暗いイメージを変える！そのために、地域の憩いの場として、近所の子ども、利用

者さん、わたしたち大学生の世代間交流を行う。 

              活動内容：長久手市デイサービスセンター「やさしいところ」にて、カフェを開催しております！ 

毎月季節ごとに企画を考え、利用者さんと子ども達と楽しくお話しをして、わたしたちも楽し

んでいます！ 

ミーティング日：月・水ですが、メンバーで相談して決定！週 2です。 

                     メンバー数：14人 

 

 

 
 

活動目的：NPO法人「じゃんぐるじむ」を利用している発達障害を持つ子どもたちに、楽しい時間を過ご

してもらえるようなイベントを企画、運営すること。 

                活動内容：発達障害を持つ子どもたちと、料理・工作・遊びなどを通して、楽しくコミュニケーションを

とりながら１日を過ごすためのイベントを、自分達で企画、準備、運営しています。具体的な

活動内容は、イベント内容の企画、じゃんぐるじむさんとの連携、工作の 事前準備、パネル

シアター（劇）の練習、当日の運営など。イベントは、約 3カ月に１回、第３土曜日に行われ

ます。 

                   ミーティング日：イベント日の約３カ月前から当日までの準備期間、 

原則週 1回 

                              （今のところ火曜日のお昼ですが、変更するかもしれません） 

           メンバー数：14人 

 

 

 

           活動目的：障がいのある子と障がいのない子が交流する機会を提供することです。障がいのある子、ない

子のそれぞれに互いの存在を知ってほしいという思いがあります。 

             活動内容：障がいのある子と障がいのない子が交流できる活動の企画、運営をします。今年度は日進市制

20周年記念事業として、5月にゴミゼロウォーク、8月にアイスクリーム作り、10月にハロウ

ィンパーティー、2月に豆まき・福わらいづくりの 4つの活動を行う予定です。また、市民ま

つり等の地域の行事で、障害理解やあそびの紹介のためのブース出展もします。 

           ミーティング日：週 1日、メンバーの都合を合わせて休みに行います。 

           メンバー数：9人 
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Na-Gomi 
(ながくて大学生 

ごみ減量 

プロジェクト） 

なごやで 
あそび隊 

ヘルパー 
サークル 
あじゅあす 

エコのつぼみ 

きらきら☆ 
したら 

社会貢献活動を自主企画し、活動している学生団体（一部）を紹介します。新メンバー募集中！！ 
 

        活動目的：「長久手市のゴミ減量!!」を目標に、それに関連する「ゆるキャラ制作」や「イベント計画・運

営」などをしています！ 

          活動内容：長久手市役所の方々と愛知県立大学の学生さんとプロジェクトチームを組み、「ゆるキャラ制

作」や「イベント運営」など、多方面からゴミの減量を呼び掛ける活動をしています。 今まで

の活動として、平成 25 年 11 月に行われた「スポーツゴミ拾い」などがあり、今後も様々な制

作やイベントなどを計画していますので、興味のある方はぜひ CCC に来てください♪  

                   ミーティング日：未定（メンバーの都合を考慮、基本的には昼休みか授業後） 

            メンバー数：12 人 

 

   

 

           

          活動目的：東日本大震災で被災され、愛知県に避難されてきた方々を対象に、様々なイベントを通じて心の

ケアと交流、そして名古屋の名所を紹介することを目的としています。 

          活動内容：東山動植物園へいこう！ 

日帰りキャンプをしよう！ 

学園祭へいこう！ 

クリスマス会をしよう！ 

ミーティング日：長久手キャンパス:金曜日  

星が丘キャンパス:水曜日 (前年度) 

                      メンバー数：約 40人 

 

           活動目的：ボランティアを通して自分自身の成長に繋げるとともに、対象者の方たちが、普段味わえない体

験をし、有意義な時間を過ごすことができるようにすることが目的です。 

                     活動内容：地域の児童、高齢者、障害者の方を対象にボランティアをしているサークルです。アルバイトや

遊びなどやりたいことはたくさんあると思うので、空いている日に、ちょっと行ってみようかな

という気持ちでボランティアに参加する形で大丈夫です！福祉貢献学部が多いですが、文学部や

人間情報学部、心理学部などたくさんの学部から成り立っています。私たちと一緒にボランティ

アをして、大学生活を充実させませんか？詳しく知りたい方はぜひ一度ミーティングに遊びにき

てください！ 

                     ミーティング日：毎週月曜日 322教室 

           メンバー数：64人 

 

 

            

                      活動目的：私達エコのつぼみは「身近なことから楽しくエコ活動をする」をモットーに活動している学生 

                                団体です。 

                      活動内容：活動は主に「地域のイベントへのワークショップの出展」です。 

ワークショップは国産ヒノキの間伐材から作られた箸に、好きな色を付けて自分だけの箸を作

る「マイ箸づくり」と、ペットボトルをマスキングテープやスパンコールで飾り付けて、その

中に竹炭を入れて使用する「竹炭の消臭ポットづくり」があります。どちらのワークショップ

も小学生がたくさん来てくれます。 

また、放置竹林の整備の手伝いをすることもあります。 

                      ミーティング日：毎週木曜日のお昼休み 

メンバー数：21人 (4年生 13人 3年生 2人 2年生 6人) 

 

 

                 

           活動目的：愛知県奥三河の設楽町の魅力を発信し、設楽町を元気にしていきます。 

           活動内容：設楽町で農園体験、地元住民と交流、食彩フェスタ参加、道の駅イルミネーション、星ヶ丘テ

ラスで農産品のマルシェなどをしました！今年度は、企画コンペにも出展した設楽町ツアーを

実施予定です！設楽町の豊かな自然の中で主に活動し、設楽の魅力を見つけブログや Facebook

などの SNS を用いて発信しています！   

                      ミーティング日：イベント前は週に 2回ほど。普段は週に 1回程度。 

メンバー数：現在 3 年生のみの 10 人程度 
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 地域での主なボランティア活動  

4 

月 

ＪＩＣＡメキシコ研修員さんとのおでかけ企画（12日（土）） 

スペシャルオリンピックス 名古屋グランパスサッカーイベント（24 日（土）） 

白金児童館「キッズクッキング」（26日（土）） 

アースデー名古屋 2014 （26 日（土）・27 日（日）） 

ＣＣＣのこと、 

ボランティア活動のこと、 

なんでも聞いてくださいね！ 

ＣＣＣランチタイム報告会も開催さ

れます！ 

5 

月 

東谷山フルーツパーク「トロピカルフルーツフェア」（3日（土）） 

名古屋市農業センター 「農業センターまつり」（5日（月・祝）） 

「堀川フラワーフェスティバル 淑徳 Day」 （10 日(土)） 

㈱デンソー 「デンソーハートフルデー愛知池グリーンウォーク」（10日（土）） 

「世界フェアトレードデーなごや 2014」（10日（土）） 

「名東の日 フェスタ名東」（11日（土）） 

「名古屋市障害者スポーツイベント」（11日（日）） 

社会福祉法人 日本介助犬教会「介助犬フェスタ 2014」（17 日（土）） 

「フィリピンフェスティバル 2014」（25日（日）） 

気候のよい５月、地域では楽しいイ

ベントがたくさん開催されます！ 

6 

月 

デンソー衣料回収活動 企業の社会貢献活動にもボランティ

ア参加することができます！ 

7 

月 

㈱デンソー「デンソーグループハートフルまつり 2014」（6日（日）） 

名古屋国際センター「夏休みこども日本語教室」 

8 

月 

表浜 BLUE WALK 

エコフェスタ名東 

夏は子どもサマーキャンプや、野外

のイベントが盛りだくさんです！ 

夏休み中も、ＣＣＣを活用してみて

くださいね！ 
9 

月 

名東児童館「Kids city2014」（ 13日（土）・14日（日）） 

海外研修員とのおでかけボランティア 

 養護施設の子どもたちとのデイキャンプ 

 NAGOYA UNDOUKAI 

10 

月 

アジア保健研修所 「オープンハウス」（10月 13 日（月・祝）） 

ワールド・コラボ・フェスタ 

秋は地域でのお祭りなど、 

イベントがたくさん開催されます！ 

11 

月 

チェルノブイリ救援・中部「クリスマスカードキャンペーン」 

長者町ゑびす祭り 

地域の皆さんと、楽しいクリスマス

のイベントを一緒に創り上げてみま

せんか？ 

12 

月 

各児童館・施設等「 クリスマス会」 

1 

月 

各児童館おもちつき大会 

愛知なごや雪まつり 

新年、地域の方々や子どもたちとの

おもちつき大会は大人気です☆ 

2 

月 

 名東児童館「バレンタインチョコクッキング」（7日（土）） 

 めいとう福祉まつり（22日（日）） 

開発教育指導者研修実践フォーラム 

学生ボランティアと支援者が集う全国研究交流集会～MAKE A DIFFERENCE～ 

一年間を振り返る場として、地域で

は様々なフォーラムなどが開催され

ます！ 

3 

月 

 瀬戸信用金庫「すみれの贈呈式」 

 マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知 2015 

通 

年 

 名古屋市内児童館での授業サポート 

 各小学校・中学校での授業サポート 

 日本語教室 

高齢者外出サポート 

様々な地域活動の自主企画を実施す

ることもできます。 
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2014年度、地域での一部活動予定です。これ以外にも、「ボランティア情報（月 2回発行）」や 

アカデミックポータルでも情報をチェックしてみてくださいね。  （＊予定は変更されることがあります。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち、 です！ 

動きます！ 

私たちも地域に飛び出

して、活動をします。 

 

考えます！ 

みなさんの「何かしたい！」と

いう想いをカタチにします。 

楽しみます！ 

まずは… 

CCC 

で会いましょう!(^^)! 

一緒に新しいことに

挑戦しよう！ 

つなげます！ 

活動する人と場所をつ

なげます。 

「こんな活動がした

い！」を教えてね。 

気軽に話しかけ

てね。（笑） 

 長久手キャンパス 星が丘キャンパス 

利用時間 9:00～18:30(授業日以外 9:00～17:00) 

場所 11 号棟 1 階 5 号館 1 階 

連絡先 0561-62-4111(代) 052- 781-1151(代) 

E-mail asccc@asu.aasa.ac.jp 
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