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「第２回わくわく福祉交流フェア」を、今年も市と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。  
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日時：平成２５年１１月１０日（日）１０時～１５時

場所：中央公園 及び その周辺
　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
※ご来場には、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。）

薩摩剣士隼人
ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｰ

わくわくバザー、
模擬店

キッズ広場、
スタンプラリー

ステージイベントステージイベント わくわくバザー、
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キッズ広場、
スタンプラリー

そのほか  

楽しいイベントが 

もりだくさん!!  
（わくわく福祉交流フェアに関するお問い合わせ） 
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

今年は、 

薩摩剣士隼人も来るよ!! 
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　７月２１日から８月３１日まで、市内約９０か所の
福祉施設で、去年を上回る約７６０人の児童・生徒・
学生の皆さまがボランティア活動に参加されまし
た。
　受け入れにご協力をいただきました福祉施設の皆
さま方、誠にありがとうございました。

＜参加者の感想＞
「たくさんの人々とふれあうことができ、貴重な体
験だった。」
「これからもボランティア活動に参加したい。」など 

＜受入施設側の感想＞
「施設スタッフにとっても、大変励みになった。」
「この経験を今後に活かして欲しい。」など 

　地域（校区社協・町内会等）、学校（児童・生徒・先生・ＰＴＡの皆さま）、企業、職場等が希望され
る場所へ、ボランティアコーディネーターがお伺いし、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。また、ボランティアセンターでの講座も開催していますので、ご希望の方はボランティ
アセンターへご連絡ください。 

　これからボランティア活動を始めたいとお思いの方々に対して、シニアボランティアや子育て支援ボラン
ティアなどの活動に役立つ講座を開催します。
　受講料は無料です。お申込みをお待ちしています。 

　８月２３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・高校のボランティ
ア推進校の児童・生徒や先生方２４６人が参加され
ました。

＜参加者の感想＞
「講話を通してKYT（危険予知訓練）や防災の大切
さを知ることができた。」
「学んだことを今後のボランティア活動や学校生活
で活かしたい。」など 

＊ ボランティア推進校　指定数
　 平成２５年９月末現在　１２３校（市内１４９校中）

 講 座 名 日  時（予 定） 場  所 

1 
ボランティア入門講座 
～シニアボランティア～ 

平成２５年１１月２７日（水） 
１３：３０～１５：３０ 

かごしま市民福祉プラザ ４階
ボランティアセンター 

2 
ボランティア入門講座 

～子育て支援ボランティア～ 
平成２５年１１月２９日（金） 
１３：３０～１６：３０ 

谷山福祉館 

3 
ボランティア入門講座 
～災害支援ボランティア～ 

平成２５年１２月４日（水） 
１３：３０～１５：３０ 

かごしま市民福祉プラザ ４階
ボランティアセンター 

4 
ボランティア入門講座 

～子育て支援ボランティア～ 
平成２６年２月上旬 

１３：３０～１５：３０ 
かごしま市民福祉プラザ ４階
ボランティアセンター 

※ 詳細はボランティアセンターへお問い合わせください。（TEL２２１－６０７２） 

～ボランティア推進校 
　ボランティアリーダー研修会～ ～サマーボランティア体験～ 

「ボランティア入門講座」開催のお知らせ  

～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～ 

～災害ボランティア地域研修会～ ～災害ボランティア研修会～ 

～高齢者いきいきポイント推進事業～ 

イメージキャラクター
いきいきさん

この事業は、平成２５年度からの鹿児島市の新規事業です。
市社協のボランティアセンターが、業務の一部を受託しています。

１．事業の目的
　鹿児島市は、元気な高齢者の方々が、健康診査の受診や介護保険施設でボランティア活動を
行うことにより、社会参加や生きがいづくりを促進するとともに、介護予防を推進することを
目的とした「高齢者いきいきポイント推進事業」を８月から始められ、その一部の業務をボラ
ンティアセンターが行うことになりました。

２．事業の内容
　鹿児島市と市社協が実施する説明会に参加され、「いきいき高齢者」として登録された方
には、特定健診・長寿健診の受診や鹿児島市の指定した介護保険施設で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費用弁償として交付金に転換することができ
ます。
　ボランティア活動のきっかけづくりとなるよい機会ですので、ぜひご参加ください。  

　今年は８・６豪雨災害から２０年目の節目となりま
した。
　市社協では、地域住民の災害に対する意識を高
めるとともに、地域における災害ボランティア活動
を推進するため、市内３か所の地域福祉館（たてば
ば福祉館、玉里福祉館、武福祉館）において、「災
害ボランティア地域研修会」を開催しました。
　参加された地域住民の方々は、地域福祉館周辺
の地図を使った図上訓練や非常食の試食等を行い、
日頃からの地域のつながりの重要性を確認されて
おられました。 

鹿児島市の介護保険第１号被保険者（６５歳以上）のうち
要介護・要支援認定を受けていない元気な高齢者  

★　ボランティアセンターにボランティア登録されている６５歳以上の高齢者の
　皆さまのご参加もお待ちしています！ 

対象者

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

 

　８月７日（水）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
しました。
　下伊敷住宅睦会 会長 比良田輝明様の「８･６
水害から２０年」と題した講話や、鹿児島市危機
管理課職員による鹿児島市の取り組みについての
講話の後、参加者による意見交換が行われまし
た。 
　第２回は、１２月６日（金）に開催予定です。
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のののひろばひろばひろば 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。

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。

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～

あとがきあとがき

～かごしまボランティア連絡協議会のご案内～ボラ連コーナー

１１月１０日（日）に第２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！

No.1 No.2 No.3 No.4

社会福祉法人三愛会
特別養護老人ホーム花水木
（郡元３丁目）

高齢者いきいきポイント
推進事業受入施設

高齢者いきいきポイント
推進事業受入施設

介護老人保健施設あさひ

（泉町）

今給黎総合病院

（下竜尾町）

児童館
チャイルドハウス
（上福元町）

TEL　812－6095 TEL　225－8660 TEL　226－2211 TEL　267－4909

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

サポートセンター
開

（西別府町）

TEL　283－6120

鹿児島純心女子高等学校ボランティアサークル
　　　　　　　　　　　　　　　 代表　樋渡　祐帆　さん

①活動内容
　障害児との交流、幼稚園・保育園・学童の託児支援、老人ホーム慰問、病
気の子ども達のための人形作製、募金活動や東北との手紙による交流支援等
を行っています。
②活動をはじめるきっかけ
　私達の学校は、今年、創立８０周年を迎えますが、創立の当初から奉仕活
動が盛んで、その精神が代々後輩に受け継がれ、現在に至っています。
③活動のモットー
　「優しく、思いやりをもち、『いやなことは私がよろこんで』の純心精神で、
笑顔で活動しよう。」がモットーです。
④活動を通じてのメッセージ
　私達の小さな活動を通して、まわりの人々が笑顔になり、幸せになってくだ
さることを願っています。また、多くの方々とのすばらしい出会いに感謝して
います。

　かごしまボランティア連絡協議会（ボラ連）では、季節ごとの行事
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１８日（日）には、第６回「元気なボランティア」の集いを開
催しました。ボランティア活動をしている人、活動を受け入れている
施設の発表は、とても参考になりました。
　皆さんもボラ連の会員になりませんか。
　ボランティア同士の仲間作りも楽しいです。
　年会費は、個人500 円・団体 1500 円です。（学生は無料） 「元気なボランティア」の集い


