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大阪でボランティアしたことについて
About volunteering in Osaka
私の学校にある社会貢献・国際交流センターの紹介で、10/11（日曜日）に大阪城トラ
イアスロンにボランティアとして参加しました。
ボランティアをするのは二回目でしたが、大きいイベントでボランティアをするのは
初めてでしたのですごく緊張して、どうなるかな？とずっと考えていました。
朝 6：30 に起きて、7：30 に大阪城の中にある太陽の広場で他の学生たちと集まり、
2、3 人のチームに分かれて、どこで何をするか、色々な説明を聞いたらやるべきこと
をし始めました。
私のチームは道路で行っているバイクレースの割りあてられた場所のセキュリティー
をしました。
レースに参加しない人たちが道路や、選手達の近くへ行かないようにしました。
朝の一番目のレースの時は見に来た人が少なく、することがあまりなかったので、
人生で初めて目の前でバイクレースを見ました！選手達がすごく速くてびっくりしま
した。
二番目のレースではセキュリティーをしながらチームメイトと選手達を応援して、す
ごく楽しかったです。大きい声で「頑張って！」と叫んだり、ジャンプしたり拍手し
たりしたら、時々選手が「ありがとう」や「おっす！」などと返事してくれてもっと
テンションが高くなり、とても楽しかったです。
昼から人がどんどん増えて、ずっとセキュリティーをして、三番目のレースが終わっ
たら、他の学生達と集まって、道路の周りにあるゴミを集めてそしてグループ写真を
撮って解散しました。
すごくいい一日でした、新しい出会いがたくさんできて、いい経験でした。
新しい友達を作りたい、新しい経験したい学生たちは是非ボランティアにトライして
ください。
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About volunteering in Osaka
Introduced by the Social Contribution and International Exchange Center at my school,
I participated in the Osaka Castle Triathlon as a volunteer on Sunday, October 11th.
It was my second time to volunteer, but it was my first time to volunteer at a big event,
so I was very nervous and could not stop thinking about how it will be.
I woke up at 6:30 in the morning, met with other students at the “Taiyou – no - hiroba”
near the Osaka Castle at 7:30, then we got divided into teams of two or three, and
listened to various explanations about where and what to do. Then we started doing
what we have been told.
My team had to do the security around an assigned location during the bike races.
We had to make sure that people who did not participate in the race did not go near the
road or the athletes.
During the first race in the morning, few people came to see it, so we didn't have much
to do, so I saw a bike race in front of me for the first time in my life! I was surprised that
the athletes were very fast.
In the second race, we had a lot of fun supporting the athletes while maintaining
security with my teammates. We shouted "Good luck!" In a loud voice, jumped and
applauded, the players sometimes answered "Thank you" and "Yeah!", which made us
even more excited and it was a lot of fun.
From noon, the number of people increased, so we kept doing security, and when the
third race was over, we gathered with other students, collected the trash around the
road, took a group photo and could then go home.
It was a great day, I had the chance to make a lot of new encounters and it was a good
experience. Students who want to make new friends and experience new things should
definitely try volunteering.

