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新年度より、ブイ チ トルン先生（交流文化学部）に代わり大塚 英揮先生（ビジネス学部）が CCC センター長に着任 

されました。CCCも新体制で心機一転！今年度も学生の皆さんの活動を全力でサポートしていきます！ 

 

第 43号 

2015年 4月 1日 

コミュニティ・コラボレーションセンター（CCC）は、大学の理念「違いを共に生きる」に込められた想いを受け継ぎ 

「地域に根差し、世界に開く」という姿勢で教育・支援を行っています。 

「文化」「世代」「地域」「社会」「環境」を舞台に、学生が地域の様々な人と幅広い活動に励み、自己を成長させる 

生きた学びが得られるようにサポートしています。 

大塚 英揮 先生 

（ビジネス学部 教授） 

 

任期：2015年度～ 

 

僕らが普段「絶対」だと思い込んでいる価値観は、無数

に存在する選択肢の中のただ１つでしかありません。そ

れと同時に、僕らが普段「何気ない日常」を送っている

世界も、実は広大に広がっている世界の中のほんのごく

一部でしかないのです。 

  

 多様な価値観の存在に触れ、大学の外に広がる広大な

世界に関する知見を得るために、時間をふんだんに使う

ことができる。それこそがまさに「若さの特権」なのだ

と思います。 

  

 愛知淑徳大学に学ぶ学生のみなさんが、その「若さの

特権」を活かし、最大限の「学び」を得られるよう支援

することを目的とする CCCのセンター長にこのたび就任

することになりました。 

  

 ゼミナールの中で、商店街や自治体、企業との産学協

働を推進してきた経験を少しでも活かし、「学生たちの想

いを地域へ広げ、大きな花として咲かせる」活動をより

一層盛り上げるために微力を尽くす所存です。 

  

 2006年に CCCが開設されてから、これまで多くの学生

が地域での活動に主体的にチャレンジするようになりま

した。学生たちに貴重な学びの場をご提供いただいた地

域の皆様、企業、団体、行政の皆様には、深い感謝の念

でいっぱいです。いつも本当にありがとうございます。

そして今後ともご指導、ご協力のほど、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

ブイ チ トルン 先生 

（交流文化学部 教授） 

 

任期：2011年度～2014年度 

 

私がセンター長に就任して 4 年。月日が過ぎ去るのは早

いものだと感じています。 

 

2006年 9 月の CCC開設当初から、「学生が主役になり、地

域貢献活動を通して成長する」ことをモットーに、これ

までにない大学教育センターづくりに携わり、地域社会

という学外の教室において、できるだけ多くの学生が

様々な体験をし、生きた学びを得られるよう、邁進して

きました。 

 

私がセンター長職に就いた当時の CCCは、飛行機に例え

ると、上昇後の安定飛行に入ったところでした。教育・

支援の基盤を一層固めるため、職員の能力開発を進める

と共に、学生支援の体制と環境づくり、そして、学外と

の連携・協働関係の充実を念頭に置き、尽力してきまし

た。 

 

いつも多くの学生で賑わう CCCでは、信頼できる友たち

と繋がり、地域貢献活動に励む学生たちの姿を間近で見

ることができます。これも、地域の皆さまよりご理解と

ご協力を賜ったお蔭です。学内外の関係者皆さまに CCC

を盛り立てて頂いたことを強く感じています。 

学生のみならず、私にとっても CCCは精神的な拠り所で

あり、CCCに携わってきた日々はとても幸せでした。 

 

 これまでお力添えをいただいた皆様には衷心より感謝

の気持ちを申し上げ、私の退任の挨拶とさせていただき

ます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

地域に根差し、世界に開く 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！ 

在学生の皆さん、キャンパスにおかえりなさい！ 
今回のコラボ通信は春の特別号☆ CCCを拠点に地域で活動する学生団体を紹介します！ 

何かを始めたくなる春。CCCで新しいチャレンジを見つけてみませんか？ 

Welcome and thank you messages from the director 

CCC マスコットキャラクター 
「しーちゃん」 



あなたの成長を、 
応援したい 
キャンパスだけが、学びの場ではありません。
視野を大きく広げれば、地域が、社会が、そして世界が、学びの場。
キャンパスに留まっていては得られない、出会い（ドキドキ）や発
見（ワクワク）が待っています。

まずは一歩、一緒に踏み出してみませんか？ 
地域のために、世界のために、そして何より、自分の成長のために。 

ＣＣＣは、そんなあなたを応援します！ 

 

まずは一度、少しでも興味を持ったものに参加してみましょう！ 
海岸清掃などの環境活動から、地域のお祭りのお手伝い、子ども向け
キャンプの引率まで、幅広く紹介しています。

アカデミックポータルで月２回お届けする「ボランティア情報」を
ぜひチェックしてください。

どのボランティアが良いだろう？ 
困ったときは、学生スタッフに気軽に相談を！ 

 
 
いきなりボランティアに参加するのは難しい…。 
そんなあなたには、CCC開設科目がオススメ！ 

●入門編
・入門ボランティア
・障がい者支援ボランティア入門

●実践編
コミュニティ・サービスラーニング
まちづくり／地域福祉／多文化共生／企業のCSR活動

 
 
地域のために何かしたい！と、約30の学生団体が活動中。 
一人ではできないことにも、挑戦できるかも！ 

★学生団体の詳細は、挟み込みの別紙をご覧ください。

 
 
自分が興味のあること・やりたいことを、形にしてみましょう。
「チャレンジファンド」という助成金制度もあります！ 

★毎年４～５月に募集！活動費として最大10万円／年を助成します。

よくあるご質問 

Q1. CCCは、登録しないと利用できないのですか？ 
A1. いいえ。図書館などと同様に、自由に利用できます。 

Q2. ボランティアするまでの手順を教えてください。 
A2. まずは、CCCへ来てください。 

  参加するボランティアが決まったら、申込みシートを記入。 
  あとは参加して、報告シート（任意）を提出するだけです。 

Q3. ボランティアは初めてです。何から始めたらいいですか？ 
A3. 学生スタッフ、CCCスタッフに気軽に相談してください！ 

  CCCでは様々な分野のボランティアを紹介しています。きっと 
  自分に合うボランティアが見つかるはず！ 

愛知淑徳大学 コミュニティ・コラボレーションセンター発行「コラボ通信」第43号 

ボランティアに参加する 

ＣＣＣ開設科目で学ぶ 

学生団体で活動する 

企画する／チャレンジする 

企業の社会貢献イベントのお手伝い 海外からの研修生との文化交流 



共同料理なごやか 
食から創るつながり、健康づくり 

きらきら☆したら 
奥三河 設楽町 での地域ニーズに寄り添った地域づくり活動 

こんな団体です！ 

代表から一言 

こんな団体です！ 

代表から一言 

まちづくり 

福祉 

星 

活動目的：日本全国の課題となる少子高齢化。設楽町も高齢化率
45%と今その課題に直面しています。地域づくりとは何か、自
分達ができることに地元住民と協働してチャレンジできます！ 
活動内容：設楽町のPR(マルシェ出店、イベント出展)や、設楽
町の田峯地区にある直売場との連携など、交流を通しながら自分
達にできる活動をしていきます。 
ミーティング日：毎週木曜日 12:40～＠星が丘CCC 
団体連絡先：fujimo_r1122@yahoo.co.jp（藤本 涼子） 

奥三河設楽町での地域ニーズに寄
り添った地域づくり活動 

地域住民との交流やイベント出展
など、自分の力を楽しく試せる活
動です☆ 

長 

活動目的：料理という作業を通して多世代間の人の輪づくりに貢
献。孤食による身体的・精神的な不健康に向き合う。 
活動内容：2か月に1度、料理交流会を実施。地域のネットワー
クづくりや「食」について振り返る場を提供。 
ミーティング日：未定（応相談）＠長久手CCC 
団体連絡先：nagoyaka_758@yahoo.co.jp 

少数精鋭のため、1人1人が輝くこ
とができます。活動を通して自分
たちの食生活を見直すきっかけに
もなりました！ 

現在、メンバーのほとんどが4年生
のため新入生が積極的に活躍でき
る環境があります☆食にまつわる
問題に興味のある方はぜひ！ 

CCC学生団体の紹介            

CCCは社会貢献活動を自主企画し、活動している学生団体を応援しています。 
分野や活動エリアは違っても「地域のために、社会のために何かしたい！」という気持ちは同じ。 
気になる団体を見つけたら、まずは気軽にミーティングに参加してみてください☆ 

うぃるく 
共に歩こう～東日本と地域の子どもたちと～ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

子ども 長 

活動目的：東日本大震災で愛知県に避難してきている子どもた
ちと地元に住んでいる子どもたちが仲良くなるきっかけを作り
たいという思いで２年前に結成されました。 
活動内容：メインの活動は夏のキャンプです。子どもたちとカ
レー作りやキャンプファイヤー、レクリエーションをします。
その他、交流会、クリスマス会なども行っています。 
ミーティング日：曜日未定お昼休み＠322教室 
団体連絡先：wilk_withwalk@yahoo.co.jp 

キャンプが好き、子どもが好き、
素敵な仲間を作りたいなど様々な
思いをもったメンバーが集まる個
性あふれるとても楽しい団体 
です！ 

私たちと一緒に新たなうぃるくで
楽しい時間を過ごしましょう！ 

なごやであそび隊 
名古屋からできる震災支援 

活動目的：東日本大震災で被災され、愛知県に避難されているご
家族にイベント等の支援活動を行います。名古屋を身近に感じて
頂くとともに、心の傷を癒す一助となれるよう、活動しています。 
活動内容：名古屋市の名所を一緒に観光するイベントや、学内に
て学生企画のイベントを行っています。 
ミーティング日：【長】毎週火曜 【星】毎週木曜 
団体連絡先：saki2416arashi@yahoo.co.jp 

長久手・星が丘両キャンパスで和
気あいあいと活動中！イベントは
年四回、長期休暇中や土日に行っ
ています！ 

「あそび」を通して震災支援をし
てみませんか？遠く離れた地でも、
学生でも、できることはたくさん
あります！知識はゼロでOK！ 
お待ちしています！ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

子ども 長 星 



ちびっこクローバーズ 
子どもたちによる子どもたちだけのまちづくりをお手伝い！ 

活動目的：子どもたちに成長のきっかけを与える！自主性・協
調性のあるこどもに育てる！ 
活動内容：「クローバーズタウン」という子どもたちだけで創
り上げるまちのイベントを企画・運営しています。現実世界を
小さくしたこのまちで子どもたち１人１人が自分で考えて行動
し、楽しく学ぶことができるような場を与えられるように活動
しています♪ 
ミーティング日：毎週水曜日４限後＠星が丘CCC 
団体連絡先：t96vers@yahoo.co.jp 

「ちびクロ」のメンバーはみんな
とっても仲がいいです☆ 
メンバー大募集中＼(^o^)／ 

とりあえず何かしてみたい、子ど
もが好き、企画をやってみたい！ 
など「何かやってみたい」という
気持ちがあったら、ぜひ「ちびク
ロ」へ★自分たちが考えた企画で
子どもが成長する姿を見るととて
もやりがいを感じますよ。 
お待ちしてます(^^♪ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

子ども 星 長 

ASU element project 
子どもたちに英語の楽しさ、そこから広がる世界を伝える！ 

活動目的：英語に苦手意識を抱いている子には「英語って面白
い！」と思ってもらうように、英語が得意な子には「もっと楽
しい！」と思ってもらえるような授業サポートを行うこと。 
活動内容：小学校の英語授業サポートと自分たちで企画運営す
る「えいごであそび隊」という英語を使ったゲームイベントを
行っています。 
ミーティング日：曜日未定（毎週１回）＠長久手CCC 
団体連絡先：asu_element_p2013@yahoo.co.jp 

子どもが好き！教えるのが好き！
英語好き！という方、一緒に活動
しませんか？子どもたちの素敵な
笑顔にたくさん出会うことができ
ます！ 

将来教員を志望している人はもち
ろん、そうでなくても教えること
の難しさや、工夫の仕方など、勉
強になることがたくさんあります。 

こんな団体です！ 

代表から一言 

子ども 長 

東邦ガスボランティア 
子ども好き集まれ！遊んで学べるイベント企画！ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

子ども 長 星 

活動目的：子どもたちにイベントを通じて楽しく学びを得てもら
う。 
活動内容：子どもに楽しく遊びながら学んでほしい、その思いの
もと「楽しく学べるイベント」を私達大学生が企画、立案、そし
て運営しています。子どもたちだけでなく、私達も学びを得て成
長出来る様に楽しく活動しています。 
ミーティング日：【長】毎週火・水のお昼休み＠CCC 
                        【星】毎週火・木のお昼休み＠CCC 
団体連絡先：【長】aarr373lvx@yahoo.co.jp 
        【星】daiki0710kai@gmail.com 

子ども好き！イベントに興味があ
る！環境ボランティアをしたい！
せっかくの大学生活、私たちと一
緒にやってみませんか？ 

ほし☆ちる 
つなげよう！広げよう！ほし☆ちるの輪！！ 

活動目的：子どもたちに、ビジネス学部と交流文化学部の学生
が学んでいる「国際」や「貿易」について、遊びを通して伝え
ること。 
活動内容：児童館で、貿易ゲームや◯Ｘゲームを楽しみながら、
子どもたちに学校で学べないことを教えます！！ 
ミーティング日：毎週月曜日お昼休み＠星が丘ＣＣＣ 
団体連絡先：ayaka_06y@icloud.com 

たくさんの人と出会ってみたい。 
何かやってみたい。そんな気持ち
を持っているあなた(＾ω＾) 
気軽にほし☆ちるのミーティング
に遊びに来てください！ 

私たちの団体は、先輩後輩の仲が
良いです♪とっても団結力が高い
ことが自慢です＼(^o^)／ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

子ども 星 

アットホームな雰囲気で先輩後輩
も仲良しです！また、前回は来場
者が3,000人という達成感でいっぱ
いのイベントでした。少しでもい
いので覗きにきてくれると嬉しい
です！ 



こめ☆こめくらぶ【長久手】 
五感を使って「食」の大切さを知ろう！ 

活動目的：長久手の自然の中で 、「学ぶ→体験する→食べる」
を通して「食」の大切さを発信すること。 
活動内容：私たち「こめ☆こめくらぶ」は、長湫南部土地区画
整理組合の方々や地元の子どもたちと一緒に、大学の近くにあ
る「ほとぎの里緑地」の田んぼで、米づくりのお手伝いをして
います！また、田植えや稲刈りはもちろん、昔からある長久手
の素晴らしい自然の中で、生物や植物とふれあいながら様々な
イベントにも参加しています！  
ミーティング日：毎週金曜日お昼休み＠長久手CCC 
団体連絡先：ma19ri95-1.10@docomo.ne.jp 

約15人で楽しくワイワイ活動中！毎
日授業とバイトで忙しくても、休日
に自然や田んぼとふれあえるのは、
大学生活をより楽しく充実したもの
にしてくれます！！ 

普段当たり前のように食べている
「お米」も自分の手で一から育てる
と、食事がもっと楽しくなります！ 
あなたも春からLet'sこめこめ！！ 

エコのつぼみ 
身近なことから楽しくエコ活動！ 

活動目的：環境に関心がある人にも無い人にも、小さなことか
らでも環境に優しい行動を行なってもらうこと。 
活動内容：地域のお祭りでMy箸作りの体験ブースを出して、楽
しみながらエコについて考えるきっかけ作りをしています！他
には、おいしい野菜を食べながら竹林整備をします！ 
ミーティング日：曜日時間未定＠星が丘CCCセミナールーム 
団体連絡先：ekotsubo@yahoo.co.jp 

メンバーがみんな仲良し！大学では
家族みたいな感じです。 

子どもが好き・食べる事が好き 
お出かけが好き。 
どれか一つでも当てはまれば、きっ
と楽しめると思います🎵詳しく知り
たい方は、ぜひ一度ミーティングに
遊びに来てください（＾＾） 

Na-Gomi 
未来（あす）と地球（アース）のために 

活動目的：学生を中心としたごみ減量活動に取り組みながら、
長久手市民の方々の意識啓発を図ることが目的です。 
活動内容（2014年度）： 
〇ごみ減量キャラクター2体制作 
〇アピタ長久手店にて、分別ゲームブースを設置 
今年度はキャラクターを活用した啓蒙活動に力をいれていきた
いです！ 
ミーティング日：メンバーの都合を考慮しますので、お気軽に
ご相談ください♪ 
団体連絡先：nagomi_nagakute@yahoo.co.jp 

今後はごみ減量キャラクターを活用
して、環境イベントやグッズ制作を
計画しています。 

ごみのことや環境のこと、少しでも
興味があるなら、是非一度見学に来
てください！私たちと一緒に活動し
ましょう！ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

こんな団体です！ 

代表から一言 

こんな団体です！ 

代表から一言 

環境 長 

環境 長 

環境 星 

こめ☆こめくらぶ【星が丘】 
たとえば、米があるだけで心が…♪ 

活動目的：お米づくりを通して、地域の方と食のありがたみを
感じられる場をつくること。 
活動内容：今年は、食についての意識を持つための手段として
お米づくりを行います。収穫したお米でお餅を作って地域の方
に振舞うことを計画しています。昨年はさつまいもを栽培し、
収穫したものを小学生と料理しておいしくいただきました。 
ミーティング日：週1回（曜日は希望をとります）＠星が丘CCC 
団体連絡先：0tx3851v3200-2y@ezweb.ne.jp 

温和な空気で満ちています。誰でも
受け入れる器があります！ 

活動を通して出会いがあります。こ
の気持ちも味わってほしいな～ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

環境 
星 



チームわんわん 
教えてシンシア♪介助犬を学ぼう♪ 

活動目的：手や足に障がいのある方の手助けをするために特別な
訓練を積んだ犬「介助犬」。私たちは介助犬の認知度・理解向上
のために活動しています。 
活動内容：淑楓祭出展、介助犬総合訓練センター「シンシアの
丘」見学、長久手市内小学校への授業など 
ミーティング日：月曜日お昼休み＠長久手CCCセミナールーム 
団体連絡先：teamwan2@yahoo.co.jp 

介助犬の認知・理解の向上のため
のボランティア団体です。 

皆でわいわい活動しています♪ 
介助犬について興味がある人 
大歓迎！！ 

障がい学生支援団体 
あすてく 
人の役に立ちたい、何かを始めてみたいという方welcome! 

活動目的：主に聴覚障がいがある学生さんの大学生活の支援を目
的としています。 
活動内容：聴覚障がいがある学生さんの大学生活、特に「授業で
先生の声が聞き取れない」といった困り事をなくすためにパソコ
ンテイク・ノートテイク(音声をリアルタイムで文字情報に変換
します)で支援しています。入学式や卒業式でもパソコンテイク
での文字情報を提供しています。 
ミーティング日：週２日昼休み（曜日は未定） 
                 ＠３号棟１階学生事務分室 
団体連絡先：asutekun.07@gmail.com 

あすてくの活動は本当にやりがい
があります！人の役に立ちたい、
大学生になったから何か始めてみ
たい、こんな気持ちありません
か？少しでも興味を持った方はま
ずは勉強会に来てください♪メン
バーみんなでお待ちしています！ 

あすてくでは、パソコンテイク、
ノートテイクの勉強会を週に２日
昼休みに行っています。「パソコ
ン全然打てません！」そんな人で
も大丈夫です！先輩や友達が優し
く教えるのでいつの間にか上達す
ることができますよ♪ 

コミュカフェ 
地域に福祉施設のイメージの変化を！ 

活動目的：コミュカフェは地域における福祉施設のネガティブ
なイメージをポジティブなイメージに変えたいと思い、活動し
ています。 
活動内容：月に1回長久手市のデイサービスセンター「やさし
いところ」で地域の方を招いてカフェを開催しています。毎月
異なる企画を考えて、地域の人にも施設の利用者さんにも楽し
んでもらえるよう頑張っています☆ 
ミーティング日：週２回お昼休み＠長久手ＣＣＣ／146教室 
団体連絡先：commucafe7@yahoo.co.jp 

メンバーは学部学年さまざまです
が、みんな仲良しです！ 
ミーティングも和気あいあいと
やっています(^^) 

メンバーの仲が良く楽しい雰囲気
で活動しています！一緒に楽しい
大学生活を送りましょう！ 

しゅくぐる 
発達障害のある子ども達と楽しく触れ合おう！ 

活動目的：NPO法人 じゃんぐるじむさんと協力し、発達障害
のある子ども達が楽しく活動できる場を企画・提供することを
目的としています。 
活動内容：自閉症や注意欠陥多動障害など発達障害をもつ年少
～小学生の児童を主な対象としています。子ども達と楽しく
クッキングや工作を行ったり、パネルシアターを使った絵本の
読み聞かせをします。活動は年3回程度で、次回は5月半ば頃の
予定です。 
ミーティング日：週１回程度＠長久手CCC 
団体連絡先：13027hcu@stu.aasa.ac.jp 

「子どもと関わる仕事をした
い！」という目標を持つ仲間が集
まり、学部・学年の垣根を越えて
仲良く活動しています！ 

ボランティアでは、授業では学べ
ない貴重な体験がたくさんできま
すよ！ 

こんな団体です！ 

代表から一言 

こんな団体です！ 

代表から一言 

こんな団体です！ 

代表から一言 

こんな団体です！ 

代表から一言 

福祉 長 

福祉 長 

福祉 長 

福祉 長 

星 



あなたの成長を、 
応援したい 
キャンパスだけが、学びの場ではありません。
視野を大きく広げれば、地域が、社会が、そして世界が、学びの場。
キャンパスに留まっていては得られない、出会い（ドキドキ）や発
見（ワクワク）が待っています。

まずは一歩、一緒に踏み出してみませんか？ 
地域のために、世界のために、そして何より、自分の成長のために。 

ＣＣＣは、そんなあなたを応援します！ 

 

まずは一度、少しでも興味を持ったものに参加してみましょう！ 
海岸清掃などの環境活動から、地域のお祭りのお手伝い、子ども向け
キャンプの引率まで、幅広く紹介しています。

アカデミックポータルで月２回お届けする「ボランティア情報」を
ぜひチェックしてください。

どのボランティアが良いだろう？ 
困ったときは、学生スタッフに気軽に相談を！ 

 
 
いきなりボランティアに参加するのは難しい…。 
そんなあなたには、CCC開設科目がオススメ！ 

●入門編
・入門ボランティア
・障がい者支援ボランティア入門

●実践編
コミュニティ・サービスラーニング
まちづくり／地域福祉／多文化共生／企業のCSR活動

 
 
地域のために何かしたい！と、約30の学生団体が活動中。 
一人ではできないことにも、挑戦できるかも！ 

★学生団体の詳細は、挟み込みの別紙をご覧ください。

 
 
自分が興味のあること・やりたいことを、形にしてみましょう。
「チャレンジファンド」という助成金制度もあります！ 

★毎年４～５月に募集！活動費として最大10万円／年を助成します。

よくあるご質問 

Q1. CCCは、登録しないと利用できないのですか？ 
A1. いいえ。図書館などと同様に、自由に利用できます。 

Q2. ボランティアするまでの手順を教えてください。 
A2. まずは、CCCへ来てください。 

  参加するボランティアが決まったら、申込みシートを記入。 
  あとは参加して、報告シート（任意）を提出するだけです。 

Q3. ボランティアは初めてです。何から始めたらいいですか？ 
A3. 学生スタッフ、CCCスタッフに気軽に相談してください！ 

  CCCでは様々な分野のボランティアを紹介しています。きっと 
  自分に合うボランティアが見つかるはず！ 

愛知淑徳大学 コミュニティ・コラボレーションセンター発行「コラボ通信」第43号 

ボランティアに参加する 

ＣＣＣ開設科目で学ぶ 

学生団体で活動する 

企画する／チャレンジする 

企業の社会貢献イベントのお手伝い 海外からの研修生との文化交流 



 

愛知淑徳大学 コミュニティ・コラボレーションセンター発行「コラボ通信」第 43号 

 

 

2015年度の主なボランティア活動と CCCのイベントを紹介します♪ 

詳細は「ボランティア情報（月 2回発行）」をご覧ください。（予定は変更されることがあります。） 
 

 地域での主なボランティア活動 CCCイベント 

4 

月 

19 日（日） 

25 日（土） 
ジョギングフェスティバル （スペシャルオリンピックス日本・愛知） 

おばたの森遊び （なごや環境塾どんぐりころころグループ） 

チャレンジファンド 

募集説明会 

5 

月 

 

9 日（土） 

9 日（土） 

10 日（日） 

16 日（土） 

17 日（日） 

名東の日・高針村ふるさとまつり （名東区役所） 

世界フェアトレード・デー・なごや 2015 

名古屋グランパスサッカーイベント （スペシャルオリンピックス日本・愛知） 

介助犬フェスタ 2015 （日本介助犬協会） 

堀川フラワーフェスティバル 愛知淑徳大学 Day 

チャレンジファンド 

・企画プレゼン講座 

・応募〆切 

6 

月 

 衣料回収活動（株式会社デンソー） 

星ヶ丘小学校環境教育サポート（名古屋市立星ヶ丘小学校） 

チャレンジファンド 

公開コンペ 

7 

月 

5 日（日） デンソーグループ ハートフルまつり 2015（株式会社デンソー） 

夏休み子ども日本語教室 （名古屋国際センター） 

 

8 

月 

 

 表浜 BLUE WALK（虹のとびら） 

子ども平和フォーラム（名古屋学生青年センター） 

ふれあい交流会（名東区社会福祉協議会） 

日進市チャレンジド夏祭り（日進市社会福祉協議会） 

 

9 

月 

 名養デイキャンプ 

海外研修員さんおでかけ交流会（アジア保健研修所） 

 

10 

月 

 

3 日（土） 

12 日（月） 

24 日（土）

25 日（日） 

NAGOYA UNDOUKAI（名古屋商工会議所） 

オープンハウス （アジア保健研修所） 
 

ワールド・コラボ・フェスタ 

チャレンジファンド 

中間交流会 

 

11 

月 

 ゑびすまつり 

クリスマスカードキャンペーン （チェルノブイリ救援・中部） 

 

12 

月 

 各児童館・施設等のクリスマス会  

1 

月 

 各児童館もちつき大会 

冬休み子ども日本語教室 

 

2 

月 

 めいとう福祉まつり（名東区社会福祉協議会） 

ぼらマッチ（名古屋市） 

 

3 

月 

 マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知 2016 

ながくて環境フェア 

チャレンジファンド 

最終報告会 

通

年 

 児童館、キャンプ、美化活動、地域のまつり、高齢者外出支援などのサポート 報告会（ランチタイム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラボ通信第 43号 

発 行：愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレーションセンター 

発行日：2015年 4月 1日 

 長久手キャンパス 星が丘キャンパス 

利用時間 平日 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㈹ 052-781-1151㈹ 

 

 

「チャレンジファンド」は、大学の理念である「違いを共に生きる」を視座とした学生の社会貢

献活動に対して、後援会からの資金助成を基に支援します。 

学生達が自ら率先して地域社会の課題に対して取り組み、成長していくプロセスを応援します。 

詳しくはＣＣＣに置いてある「募集要項」をご覧ください。 

〈チャレンジファンド公開コンペの様子〉 
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