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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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第３回わくわく福祉交流フェア

日時：11月9日(日) 10時～15時
会場：中央公園及びその周辺

入場・観覧
無料

～つなげよう　みんなの心　ひろげよう　みんなの笑顔～

「第3回わくわく福祉交流フェア」を、今年も市と社協が共催で開催いたします。
皆さまのご来場を心からお待ちしています。

ボランティア推進校表彰式
会場／中央公園メインステージ
時間／13：30～14：00

Ｓeven Ｃolors
ミニコンサート
会場／ベルク広場
時間／10：20～11：10
会場／ぴらもーる通り
時間／13：40～14：30

おごじょ～ず
ミニコンサート
会場／ベルク広場
時間／14：00～15：00

芸能音楽ステージ
会場／中央公園メインステージ
時間／11：10～12：50

わくわくバザー、模擬店コーナー
福祉施設製作品展示即売コーナー
会場／中央公園
時間／10：15～15：00

薩摩剣士隼人
キャラクターショー
会場／中央公園メインステージ
時間／10：20～11：00
　　　14：20～15：00 ボランティア団体・

ボランティア推進校
活動紹介コーナー

そのほか
　楽しいイベントが
　　もりだくさん!!

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
障害者専用駐車場・・・セラ602地下駐車場
　　　　　　　　　　（台数には限りがございます）

わくわく福祉交流フェア実行委員会
鹿児島市地域福祉課　　　TEL：099-216-1245
鹿児島市社会福祉協議会　TEL：099-221-6072

中央公民館・ぴらもーる通り・ベルク広場・親子つどいの広場なかまっち

（平成25年度ボランティア推進校表彰式の様子）



　現在12月31日までの期間、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が実施され
ていますが、昨年度の赤い羽根共同募金運動では、多くの市民の皆様をはじ
めボランティア団体や企業等のご協力により、6,279万円ものたくさんの募
金が寄せられました。ご協力いただき、心からお礼を申し上げます。

　今年の鹿児島市での赤い羽根共同募金運動は、10月1日に天文館で行われ
た「赤い羽根空の第一便伝達式」からスタートしました。当日は、松原保育園の園児の皆さんが元気な声
で募金を呼び掛け、早速多くの方々からあたたかい善意が寄せられました。
　今後、街頭募金は、天文館や鹿児島中央駅など市内32か所の店舗等で行うほか、「おはら祭り」や
「わくわく福祉交流フェア」のイベント等の会場でも実施します。また、「わくわく福祉交流フェア」の
会場においては、共同募金コーナーを設置して、「初音ミク」の募金グッズ等を用いた募金活動も実施す
ることにしております。
　
　赤い羽根共同募金運動は、地域の校区社協や町内会等の活動などのほか、ボランティア団体等が行う福
祉活動の支援など、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、市民の福祉向上のために活用されており

ます。
　昨年は、街頭募金にのべ4,132人もの多くの方々のご協力がありました。
　今年も、多くのボランティアの皆様方のご協力をいただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

街頭募金活動にご協力いただける方は、下記までご連絡ください。

※お問い合わせ先・鹿児島市共同募金委員会（TEL221-6073　FAX221-6075）

　おはら祭り終了後、会場周辺の清掃活動を行い
ます。
　活動内容は、主に路上や歩道等のゴミ拾いです。
　参加を希望される方は、事前にボランティアセ
ンターまでご連絡ください。
　皆様のご参加とご協力をよろしくお願いいたし
ます。

　この事業は、65歳以上の元気な高齢者の方々が、健康診査の受診やボランティア活動を行うと、ポイント
が付与され、貯まったポイントを交付金に転換できる制度です。
　ボランティア活動を通じて、社会参加や生きがいづくりを促進するとともに、介護予防を推進します。
　事業に参加するためにはボランティアセンターでの登録が必要です。

※お問い合わせ先
・市長寿支援課　　　　　　　（TEL216-1186　FAX224-1539）
・市社協ボランティアセンター（TEL221-6072　FAX221-6075）

　これからボランティアを始めたいと考えてい
る方々を対象とした、ボランティア入門講座を
開催します。
　詳細は、ボランティアセンターまでお問い合
わせください。

イメージキャラクター

いきいきさん

出張説明会も
実施中！

赤い羽根共同募金運動が始まりました

は つ ね

第２回「おはら祭り清掃奉仕活動」
  開催のご案内 
  

「ボランティア入門講座～子育て支援～」
 開催のご案内 

：

日　　時：11月3日（月・祝日）

　　　　　16時15分集合

集合場所：いづろ交差点角（三井住友銀行前）

清掃時間：一時間程度

清掃場所：高見馬場電停から

　　　　　朝日通り電停の路上及び歩道付近

雨 天 時　

主催：鹿児島明るい社会づくりの会
協力：鹿児島市社会福祉協議会

小雨決行

高齢者いきいきポイント推進事業

日　　時：11月28日（金）

　　　　　13時30分～16時

場　　所：谷山福祉館（谷山中央7-33-17）

内　　容：子育て支援（託児）ボランティアに

　　　　　役立つ講話やレクリエーション

参 加 料

定　　員

申込期限

申込方法

無料：

先着20人：

11月21日（金）：

電話又はＦＡＸで、ボランティア

センターへ申し込む

：



　6月20日（金）に、かごしま市民福祉プラザにおいて、
「第1回災害ボランティア研修会」を開催し、災害ボランティ
ア登録者76人が参加されました。
　研修会では、「もしもの時に役立つＡＥＤ講習（心肺蘇生
法）」と題し、鹿児島市消防局上町分遣隊、名山分遣隊や消
防団の指導による講習を行いました。
　参加者は、心肺蘇生法の知識や手法について熱心に学んで
いました。
　第2回は、12月3日（水）に開催し、災害ボランティアセ
ンター運用訓練を実施します。

　８月22日（金）に、かごしま市民福祉プラザにおいて、「ボラ
ンティア推進校ボランティアリーダー研修会」を開催し、市内の
小・中・高校の児童・生徒や先生方266人が参加されました。
　研修会は、ボランティアについて認識を深め、地域社会の一員
としての自覚や思いやりの心を育み、ボランティア推進校におけ
るボランティアリーダーを育成することを目的として、毎年開催
しています。
　参加者は、アイメイト（盲導犬）や国際協力についての講話を
通して、福祉やボランティアについての理解を深め、また、グル
ープワークにおいて活発な意見交換を行いました。

　イベント補助やお話し相手等のボランティアを随時募集しています。詳細はボランティアセンター及び
各施設へお問い合わせください。インターネットでも検索できます。（http://www.dondon-net.or.jp/）

　7月19日から８月31日まで、市内約100か所の福祉施設で、去
年を上回る約810人の児童・生徒・学生の皆さんが、お話相手や
イベントの手伝い等のボランティア活動に参加されました。ボラン
ティア体験をされた皆さんは、大変有意義で貴重な経験をされたよ
うです。
　また、受け入れにご協力をいただきました福祉施設の皆様方、誠
にありがとうございました。

＜参加者の感想＞
「少しでも人の役に立つことができ、うれしかった。」
「これからも、ボランティア活動に参加する機会があれば積極的に参加したい。」
＜受入施設側の感想＞
「ボランティアを通して学んだことを今後に生かし、これからも思いやりの心を大切にしてほしい。」

　* ボランティア推進校 指定数　9月末現在131校（市内149校中）

№1

厚地デイサービス
センターみま森

東郡元町12-3

TEL 203-0301
FAX 203-0301

№2

NAGAYA TOWER
（多世代共同住宅）

上之園町3-1
NAGAYA 

TOWER 100

TEL 254-2118
FAX 254-2118

№3

一般社団法人 新星
通所支援事業所 光の子
(放課後等デイサービス)

吉野町1342

TEL 295-6251
FAX 295-6252

№4

デイサービス
自由ヶ丘

自由ヶ丘２丁目21-11

TEL 297-5031
FAX 297-5031

№5

住宅型有料老人ホーム
アルファリビング鹿児島

東千石

東千石町4-17

TEL 219-3527
FAX 219-3528

平成２６年度第１回災害ボランティア研修会

サマーボランティア体験

ボランティア募集情報

ボランティア推進校ボランティアリーダー研修会



●　活動内容
　　障がいや難病・小児慢性特定疾患の患児に対する支援活動、家族会等に
　対する寄付、学生に対するボランティアの啓発などを行っている団体です。
●　活動をはじめたきっかけ
　　次の時代を担う若者が、互いを支えあっていけたらとの願いを込めて、
　また様々な若者や大人の方々に情報発信できたらなと思い、活動を始めま
　した。
●　活動のモットー
　　モットーは、支援者も支援を受ける側も、共に楽しんで活動することを
　第一に考えています。
●　活動を通じてのメッセージ
　　若者を中心とした支援団体で、様々な学校と協力して活動しています。
　　新しいメンバーも随時募集しています。

●　活動内容
　　母子寡婦福祉会では、母子寡婦を対象に、日常生活に困った時の助け合い
　資金の貸付や進学する児童への就学資金の貸付のほか、自立促進のために技
　能習得を目的とした「パソコン講習会」や「訪問介護員講習会」等を実施し
　ています。
　　松元支部のボランティア活動としては、平成9年からこれまでの17年間、
　2か月に一回、定期的に薩摩松元駅周辺の早朝清掃活動を行っています。
　　また、市社協主催の「ボランティアでまちを美しく」や赤い羽根共同募金
　の街頭募金活動にも、毎年参加しています。
●　活動をはじめたきっかけ
　　日頃いろいろな方々に支えられていることを実感していたので、何か一つでも社会へ恩返しできないも
　のかと思い、ボランティア活動を始めました。
●　活動を通じてのメッセージ
　　母子寡婦福祉会の課題は会員の高齢化で、松元支部の活動も寡婦が中心となっています。
　　私達は、これまで母子寡婦福祉会があったからこそ、お互い助け合い、社会に支えられ生活してきました。
　　子育てが終わった今、その恩返しのために様々なボランティア活動を行っており、これからも積極的に取
　り組んでいきたいと思っています。

鹿児島市母子寡婦福祉会　松元支部 (代表)木之下　節子さん

学生団体　かごしまコネクションズ (代表)井上　大地さん

～かごしまボランティア連絡協議会のご案内～
　かごしまボランティア連絡協議会（ボラ連）では、年間のボランティア活動を通して、豊かなまちづくり・

人づくりをめざしています。

　８月10日（日）には、第7回「元気なボランティア」の集いを開催しました。

　これは、ボランティア活動をしている側と受け入れる側の取り組みを発表していただくものです。

　ボランティア活動は、お互いに違う立場にありながら、共に感謝の気持ちでつながっていること、若者から

高齢者まで誰でも活動できることを再認識しました。

　皆さんもボラ連の会員になって、一緒に楽しく活動されませんか。

　市社協にボランティア登録された方は、誰でも会員になれます。

　年会費は、個人500円・団体1500円です。（学生は無料）

ボラ連コーナー

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

11月9日（日）に第3回わくわく福祉交流フェアが開催されます。皆さまのご来場お待ちしております！あとがきあとがき

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。


