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※ 観 覧 希 望 者 は 開 催 ５ 日 前 ま で に メ ー ル（career＠acc.
senshu-u.ac.jp）
でお申し込みください。
（場所は予定）
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▽生田キャンパス201教室

▽12月19日
（木）
16時45分〜

ＰＯ▽外国人留学生▽農業▽道の駅▽海外▽中
長期｜｜とさまざま︒キャリアデザインセンタ

トに同行︑記事と写真をアップ
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キャリアデザインセンター

月中旬に開催の予定︒詳細はポータルサイトで
お知らせする︒
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▽生田キャンパス202教室

▽12月７日
（土）
12時30分〜
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震災後︑ＳＫＶとＳＩ 被 災 地 支 援 を 続 け て い 援していきたいという思 スケートセンターの３地
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▽11月30日
（土）
12時50分〜

ＰＢＬプログラム

２日目は地元小学生を スでの鳳祭で振る舞う︒ らは合同合宿を開催し︑ の復興をみんなで協力支 東京都東大和市・東大和 考え出した起業アイデアを報告する︒
対象に石巻専修大学で専

８月７日から９日まで合 ながら防災を学んでもら
同合宿を行った︒参加メ おうと︑クイズやゲーム
最終日は︑地元の製麺
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専大アイスホッケー部

防災︑地域貢献を行う プであるＳＫＶ︵専修神 Ｖ︵専修生田ボランティ 大まつり︵ミニ運動会︶ Ｖのメンバー有志は毎年 る︒ＳＫＶ副代表の加藤 いを強くした﹂と語って 点を行き来する毎日だ︒

石巻で合同合宿

社会知り将来を考える

ＳＫＶ
ＳＩＶ

就業体験型インターンシップ

学生ボランティアグルー 田ボランティア︶とＳＩ ア︶は︑宮城県石巻市で を開催︒小学生に楽しみ 石巻でボランティア活動 晃司さん︵法３︶は﹁震 いる︒

旧大川小の裏山に登って校舎を見る
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た︒石巻焼きそばは︑せ ー部の活動を伝える企画 紹介した︒

する石巻焼きそばの作り きそばの作り方を教わっ
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