
ボランティアの申込には
　　　　HPへの入力も必要です

※下記のQRから入力をお願いします

https://universal-field.com
/event/kagoshima-kamoike-relay/

＜子育て支援＞

かごしまこども食堂支援センターたくして

日時 ①11月9日（水）②11月10日（木）③11月24日（木）

① １３：００～１５：３０ ②・③ ９：４５～１３：００

人数 各日１０人

場所 オロシティホール１F

（鹿児島市卸本町６番地１２オロシティホール１F）

内容 各こども食堂への物品の仕分け

締切 ①・②１１月 ４日（金） ③１１月２１日（月）

備考 ・短時間での参加も大歓迎

・動きやすい服装

・マスク

・駐車場有り

・行事に対しての保険未加入

期日指定ボランティア募集情報(令和４年１１月２日 更新)

日頃よりボランティア活動にご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

参加の希望の方はお気軽にお問い合わせください。

＜子育て支援＞

子ども食堂 友愛の里

日時 １1月１９日（土）

１１：００ ～ １４：００

人数 ３～４人

場所 坂之上福祉館（鹿児島市坂之上４－１５－２）

内容 調理、配膳、子供・高齢者の話し相手

後片付け等

締切 １１月１６日（水）

備考 ・動きやすい服装

・マスク、エプロン、三角巾等

・食事有り

・駐車場有り

・行事に対しての保険に 加入予定

日時 １1月２０日（日）

６：３０ ～ １４：３０

（担当ごとに集合・解散時刻は異なる場合がある）

人数 １５人

場所 鴨池公園 白波スタジアム（鴨池陸上競技場）

（鹿児島市与次郎２丁目２－２)

内容 ・メイン会場補助（受付、ゴールテープ、計測等）

コース誘導・救護スタッフ

締切 １１月１０日（木）

備考 ・１６歳以上の健康な男女

・食事有り（出店ブースでの食事）

・駐車場有り

・行事に対しての保険に加入予定

第９回 かごしま鴨池リレーマラソン 雨天決行！

＜その他＞

＜子育て支援＞

中郡スマイル食堂

日時 １1月１９日（土）

１４：５０ ～ １７：１０

人数 ７人

場所 郡元公民館

（鹿児島市郡元２－７－１９）

内容 こども食堂の学習支援・遊び相手

（お弁当作りに参加希望の方は１３時から）

締切 １１月 １１日（金）

備考 ・動きやすい服装

（お弁当作りに参加希望の方はエプロン持参）

・マスク

・食事有り（持ち帰り弁当）

・行事に対しての保険に加入予定

＜その他＞

ボランティア出前講座

日時 １1月１８日（金）

１４：１５ ～ １５：５５

人数 ６人

場所 郡山中学校 体育館

（鹿児島市郡山町１５００番地）

内容 福祉体験活動（車イス・高齢者疑似体験等）を

行う際の見守りや装着の補助

締切 １１月１６日（水）

備考 ・動きやすい服装

・体育館用シューズ

・マスク

・駐車場有り

・ボランティア活動保険の加入が必要



※右記のQRから入力をお願いします

https://forms.gle/ZCkUiSwsG6AXRbyq5

日時 １1月２３日（水・祝日）

９：００ ～ １７：００（うち３時間程度）

人数 ３０人

場所 鹿児島国際大学フィールドハウス

（鹿児島市坂之上８-３４-１）

内容 会場内誘導係、駐車場係、測定係

締切 １１月１８日（金）

備考 ・１８歳以上 （スポーツ経験、児童を対象にした

イベント経験のある方を優先します）

・動きやすい服装、マスク、体育館用シューズ

・交通費有り

・駐車場有り

・行事に対しての保険に加入予定

すぽどんジュニアスポーツEXPO

＜その他＞

＜その他＞

オーガニックフェスタかごしま2022竹遊具づくり

日時 １1月２３日（水・祝日）

① ９：００～ （作業が終わり次第） １５：００～１６：００

②１２：００～ (作業が終わり次第） １５：００～１６：００

人数 ５人

場所 ①鹿児島実業高校正門近く

（鹿児島市五ヶ別府町３５９１－３）

②ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄﾊﾟｰｸ（ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾎﾟｰﾄ跡地前広場）

（鹿児島市本港新町４－４）

内容 ①竹山に竹を切りに行き、その後会場で竹遊具を組み立てる

②会場で竹遊具を組み立てる

締切 １１月１２日（土）

備考 ・動きやすい服装

・マスク、タオル、飲み物

・駐車場有り

・食事有り（弁当有り）

オーガニックフェスタかごしま 2022

＜その他＞

日時 ①１1月２６日（土）②１１月２７日（日）

Ⓐ ７：３０～１３：３０ Ⓑ８：３０～１７：００ Ⓒ１１：００～１７：００

人数 各日５０人

場所 ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄﾊﾟｰｸ（ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾎﾟｰﾄ跡地前広場）

（鹿児島市本港新町４－４）

内容 ボランティアエリア内でのお手伝い （ステージ・キッチン・遊び村・本部）

※エリアについては、主催者側が指定します （相談可）

締切 １１月 ５日（土） ※小雨決行

備考 ・年齢制限なし

・マスク着用必須

・タオル・動きやすい服装・飲み物

・食事有り（ボランティア専用弁当）

・駐車場有り

ボランティア
の申込には
HPへの入力も
必要です

＜子育て支援＞

ナムナム食堂

日時 １１月２６日（土）

９：３０ ～ １５：００

人数 ５人

場所 大谷会館ホール 東本寺鹿児島別院境内中

（鹿児島市新町２－１３）

内容 子ども食堂運営補助

（会場設営・野菜切り・会場案内・片付け）

締切 １１月１９日（土）

備考 ・エプロン、三角巾、タオル、マスク

・食事有り

・駐車場有り

・行事に対しての保険加入予定



日時 １1月２７日（日）

８：３０ ～ １２：３０

人数 １０人

場所 上竜尾町～加治屋町

（詳細については、ボランティアセンターへお問い合わせください）

内容 ①約８㎞のコースを参加者と一緒に歩き、参加者とのコミュニケーションや歩行中

の注意喚起（車や自転車の往来について）を行う

②受付、休憩コーナー（参加者への茶菓子のふるまい）補助、ゴール時の配布物の

補助等を行う

締切 １１月１４日（月）

備考 ・性別・年齢制限なし

・動きやすい服装、飲み物、マスク

・８㎞ほど歩ける体力のある方

・食事有り

・交通費有り

第３回 せごどんウォーク

＜その他＞

＜子育て支援＞

センター与次郎ゲーム大会２０２２

＜その他＞

日時 １２月６日（火）～１２月９日（金）

９：１５～１５：１５

人数 各日２人

場所 鹿児島市高齢者福祉センター与次郎

（鹿児島市与次郎１－１０－６）

内容 ゲーム大会の手伝い、高齢者・子どもとの交流

締切 １２月３日（土）

備考 ・年齢制限なし

・動きやすい服装

・駐車場有り

・行事に対しての保険は未加入

・食事の持参が必要

西郷隆盛ゆか

りの地を巡る

ウォーキング

食事ボランティア 赤いピーマン

日時 １２月 ３日（土）

９：３０ ～ １３：００

人数 ５人

場所 たわわタウン谷山 ２F調理室

（鹿児島市西谷山１丁目５）

内容 子ども食堂でのお弁当作り、お弁当の配布

締切 １１月２５日（金）

備考 ・調理に適した服装

・エプロン、三角巾か帽子、マスク

・食事有り

・駐車場有り

・行事に対しての保険に加入予定

※学生の方を優先します

＜子育て支援＞

手織り工房 わくわく本舗

日時 １１月２６日（土）

１１：００ ～ １５：３０

人数 ２人

場所 ドルフィンポート跡地（鹿児島市本港新町）

内容 参加者の受付、織物（手織り）や工作のお手伝等

締切 １１月１９日（土）

備考 ・年齢・性別問いません

・動きやすい服装

・食事有り

・交通費有り

・駐車場有り

・行事に対しての保険加入予定

※雨の場合主催より中止があれば連絡します

日時 １１月２７日（日）

１１：００ ～ １５：３０

人数 ２人

場所 アミュプラザ鹿児島 アミュ広場

（鹿児島市中央町１－１）

内容 参加者の受付、織物（手織り）や工作のお手伝等

締切 １１月１９日（土）

備考 ・老若男女・服装等問いません

・動きやすい服装

・食事有り

・交通費有り

・駐車場有り

・行事に対しての保険加入予定



　　　街頭募金ボランティアを募集しています❕

赤い羽根共同募金運動に対しまして、いつもあたたかいご支援とご協力を賜り、誠に

ありがとうございます。

昨年度は、ボランティア団体の皆様をはじめ、企業や学校等多くの市民の皆様のご協

力により、約５，３００万円もの募金が集まりました。深く感謝申し上げます。

本年度も、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じながら、街頭募金を下記日程

で実施しますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。募金活動に従事してい

ただける方は下記までご連絡ください。

（令和４年度 街頭募金の日程） 【実施時間】１３時～１５時

（主な実施場所） 天文館付近、鹿児島中央駅東口公園、イオンモール鹿児島店等

地域福祉活動やボランティア活動を行う団体の活動の活性化と赤い羽根共同募金運動

への協力促進を図ることを目的とした、共同募金協力助成金についてご案内します。

市共募主催の街頭募金に参加し、かつ自主的に街頭募金を実施した団体が対象となり

ます。申請方法などについては、下記までお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

鹿児島市共同募金委員会（TEL 221－6073／FAX 221－6075）

『赤い羽根共同募金』へのご協力をお願いいたします

共同募金協力助成金のご案内(ボランティア団体関係分)

鹿児島市社会福祉協議会 ボランティアセンター ■ 利用案内 ■

〒892-0816   鹿児島市山下町１５-１ 開館時間 平日・土曜 ８：３０～１７：００

かごしま市民福祉プラザ４階 休 館 日 火曜日・日曜日・祝休日

Mail: k-shakyo-vo6@dondon-net.or.jp ＴＥＬ：２２１－６０７２ ＦＡＸ：２２１－６０７５

【https://www.dondon-net.or.jp/】
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