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■ボランティアセンター　利用案内■
開館時間　平日・土曜　8時30分～21時
　　　　　日曜・祝日　8時30分～17時
休 館 日　毎週火曜日・年末年始（12月29日～1月3日）
ボランティア活動に関する情報提供・相談・活動紹介等、お気軽にご利用下さい。
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全体開始式

災害ボランティアセンターの運用訓練

25年度は桜島大正大噴火から100年目　8・6水害から20年目の節目となります

　報道によると「桜島大正大噴火では、桜島島外でも大
量の軽石・火山灰が降り、Ｍ７．１の直下地震、津波、地盤沈
下や土石流などの災害が複合的に起きた」とのことです。
現在も火山活動が活発化しており、蓄積マグマ量が、既に
大正３年（1914年）の大正大噴火時の約９割近くまで達し
ているという専門家の見解もあることから、ますます警戒
が必要になってきています。
　また、平成５年８月６日は、鹿児島市を中心に集中豪雨に
見舞われ、土砂崩れや河川が氾濫し、多くの方々が犠牲と
なり、また、電気やガス、交通機関などのライフラインも深
刻な影響を受けました。
　このような100年目、20年目の節目にあたり、改めて私
たちも普段から災害はいつ起きるかわからないという危
機感を持ちながら、日頃から災害に備えておく必要があり
ます。

　この訓練は、大正３年１月12日の桜島大正大噴火の日に合わせて毎年実施
されています。
　今年は、１月11日（金）にＪＲ九州鹿児島駅隣接地会場において、災害ボラン
ティアの皆さんや市社協ボランティアセンター、県・近隣の社協などの職員90
人が参加し、災害ボランティアセンターの設置をするとともに運用訓練として
ボランティアの受け入れやマッチングの訓練を行いました。
　また、今回は初めて祇園之洲にある福祉コミュニティセンターで避難者支援
活動訓練（傾聴ボランティア活動）も行いました。

　25年度に鹿児島市が実施する「８・６水害　20周年」に当たり、市社協ボラン
ティアセンターでは、水害被災地の地域福祉館などで、地図を使った避難ルー
トなどの周囲地域の状況を学ぶ図上訓練や被災者の経験談や情報交換などを
行う災害ボランティア研修会を行います。また、災害ボランティアセンターの
運用訓練を開催する予定です。
　災害ボランティア活動は、台風や地震などの災害時の支援活動に、大きな力
を発揮していますので、ボランティア活動をされたい方は、ボランティアセン
ターにご連絡ください。

＜災害に備えましょう＞

桜島火山爆発総合防災訓練

８・６水害　２０周年事業としての災害ボランティア訓練
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ボランティア活動保険加入者数

　現在、ボランティア活動をしている、または活動したいというボ
ランティア登録者数が、86,493人、活動している登録者の中で、
ボランティア活動保険の加入者数は、昨年度の9,545人を超え、
10,084人とこれまでで最高の加入者数となっています。
（25年２月現在）

ボランティア出前講座

ボランティアリーダー
研修会

ボランティアでまちを美しく

参加者数１,１７６人
２５年度も実施します

ボランティア
推進校連絡会

サマーボランティア体験

参加者数　延べ７５６人

ボランティアセンター講座

災害ボランティア
研修会

わくわく福祉交流フェア

来場者数　約３４,０００人
ボランティア推進校表彰式では３６校を表彰しました。

ボランティア入門講座

24年度を振り返って

24年度も皆様のご理解ご協力をいただき、
様々な取り組みを行うことができました。

ありがとうございました！！



「ボランティアでまちを美しく〜おもてなしの心をもって〜」
市民の皆さんがボランティア活動に参加していただくためのきっかけづくりとして、今年も実施します!！
日　時　平成25年５月12日（日）午前８時～９時（小雨決行）
場　所　①鹿児島中央駅周辺（中央駅東口前広場集合）　②天文館周辺（中央公園集合）
内　容　ゴミ拾いの清掃活動（軍手、ビニール袋、ゴミばさみはボランティアセンターが準備します）
申込み　４月末までに住所､氏名､連絡先等を市社会福祉協議会ボランティアセンターへご連絡ください。
　　　　ＴＥＬ：２２１－６０７２　　ＦＡＸ：２２１－６０７５

【ボランティア入門講座】
　これからボランティアを始めようと思って
いる方々に対して、ボランティアに対する考
え方や取り組み方、またボランティア活動へ
の理解ときっかけづくりのために開催してい
ます。

【ボランティア出前講座・校区社協ボラ
ンティア講座・ボランティアセンター講
座】
　地域、学校、職場等、希望される場所へボ
ランティアコーディネーター等がお伺いし、
ボランティア活動の情報提供や福祉体験等を
行っています。

【サマーボランティア体験】
　夏休み期間に児童・生徒・学生（大学・短
大・専門学校を含む）を対象にしてサマーボ
ランティア体験を実施します。
　詳しくは、次の号でご紹介いたします。

【地域での災害ボランティア活動の支援】
　地域福祉館等で、地域における災害時の避
難ルート等について確認する図上訓練などを
開催します。

児童・生徒さんの

　　　　ボランティア活動

【ボランティア推進校支援事業】
　児童・生徒の皆さんに、ボランティア活動を通して、社
会福祉への理解と関心を高めてもらうこと、社会奉仕や社
会連帯の精神を育んでいただくことを目的として実施して
おります。
　24年度は新たに13校が加わり、現在、小学校66校、中
学校31校、高等学校14校の合計111校を支援しています。

【児童・生徒のふれあいボランティア活動事業】
　児童・生徒の皆さんのボランティア活動のきっかけづく
りとして、また、ボランティア活
動を継続していただくことを目的
として実施しています。
　学校外でボランティア活動（地
域活動や福祉施設訪問等）に参加
すると、１日に１ポイントとして
スタンプがもらえます。
　スタンプが10個になると、
「ボランティア活動認定証」を差
し上げます。
２月末で66人に認定証を差し上げました。

　これからも各学校のボランティア活動を支援させていた
だきますので、ご協力をよろしくお願いたします。

応援します！！

坂元台小学校

 ２５年度もボランティア活動を推進する事業に取り組みます！!

　現在ボランティア（団体・個人）登録されている方々を自動的に更新いたします。
　登録内容の変更または登録更新を希望されない団体・個人の皆様は４月29日（月）までにボランティアセ
ンターまでご連絡ください。（ＴＥＬ099－221－6072）

　ボランティア活動保険は、日本国内でのボランティア活動中の事故によるケガや損害賠償を補償する保険です。
　加入には、鹿児島市社会福祉協議会ボランティアセンターに団体又は個人の活動登録が必要です。
（登録・保険加入の受付は、吉田・桜島・喜入・松元・郡山の各ボランティアセンターでも行っています。）
　25年度から下記のとおり保険料が改定されます。内容についてはお尋ねください。

25年度も鹿児島市社会福祉協議会が１００円の補助をいたします。
４月以降の活動に備え、加入の手続きはお早めにお願いいたします。

Ａプラン（基本）

25年度

前年度との比較

Ａプラン（天災） Ｂプラン（基本） Ｂプラン（天災）

３００円 ４６０円 ４５０円 ６９０円

＋２０円 －３０円 ＋３０円 －３０円



のののひろばひろばひろば
〜ボランティア団体活動紹介〜

「子育て支援グループ　おはなし畑　マーヤ」
　　　　代表　前畑　かおり　さん

「子育て支援グループ　おはなし畑　マーヤ」
　　　　代表　前畑　かおり　さん

このコーナーは、ボランティア登録をして活
動されている方やボランティアを依頼された
方の紹介です。
☆投稿も募集しています。お問い合わせは
　ボランティアセンターまで。

あとがきあとがき
５月12日（日）の「ボランティアでまちを美しく～おもてなしの心をもって～」に、多数のご参加
お待ちしております！（Ｓ）

随時ボランティアを募集しています! 詳細は各施設へお問い合せください。 インターネットでも検索できます。
No.1 No.2 No.3 No.4

特定非営利活動法人
ほたるの里
（油須木町）

ＮＰＯ法人はっぴー
放課後等デイサービス
スクラム（西陵１丁目）

有料老人ホーム☆
デイサービスセンター
ら・千年（千年２丁目）

にしべっぷの里
（西別府町）

TEL　298－2337 TEL　283－6130 TEL　220－7535 TEL　282－8623

ボラ連コーナー ～かごしまボランティア連絡協議会　総会のご案内～
１．日　時　平成２５年５月１９日（日）１０：００～１２：００

２．場　所　かごしま市民福祉プラザ５階　中会議室

３．議　事　平成２４年度活動報告・収支決算報告

　　　　　　平成２５年度活動計画（案）・収支予算書（案）　他

ボランティアセンターで「登録」して、ボラ連へ！！

お問い合わせ先
　かごしまボランティア連絡協議会
　（鹿児島市社会福祉協議会　ボランティアセンター内）
　ＴＥＬ　221－6072　ＦＡＸ　221－6075

No.5

生協デイサービス
センター・

虹の家たにやま
（谷山中央６丁目）

TEL　269－9155

3/24　甲突川クリーンナップ活動の様子

①活動内容
親子あそび、読み聞かせ、レクリエーション活動を通し、親子のふれあいや子育て中
のお母さん方の交流の場づくりの支援をしています。
②活動をはじめるきっかけ
子育て中のお母さん方が家に閉じこもらないで、少しでも外に出て、ストレスの発散
や気分転換、友達づくり、情報交換の場をつくりたいと思い活動をはじめました。
③活動のモットー
まず、お母さんが“笑顔”になることが大切です。そして、そのお母さんの“笑顔”を見て、子どもが“笑顔”に
なります。お母さんと子どもの“笑顔”づくりのお手伝いとホスピタリティの気持ちを
大切に活動しています。
④活動を通じてのメッセージ
平成13年に発足して、今年で13年目に入りました。
ボランティアで始めた子育て支援…。
これからもスタッフ一丸となって頑張ります！

　ボランティア活動を通して、豊かな町づくり・
人づくりを目指しています。
　ボランティア同士の仲間作りも楽しいです。

新年度ボラ連会員募集

ボランティア募集情報ボランティア募集情報ボランティア募集情報～お知らせ～
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