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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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市民福祉プラザ4階
（ボランティアセンター）

　平成３１年１月１２日 ( 土 ) に鹿児島市と鹿児島県との共催で桜島全域及び長田中学校において、

「桜島火山爆発総合防災訓練」が開催されます。 

　この訓練は、万が一の桜島の爆発・地震等による災害が発生した場合を想定して、防災関係機関が

相互に緊密な連携を保ちながら、各種の緊急対策が迅速、適切に行われるように訓練するとともに、

市民・県民の防災意識の高揚を図ることを目的としており、ボランティアセンターを運営している市

社協も参加します。  

　当日は、災害支援ボランティアとして登録されているボランティア団体や個人、県社協、県内市町

村社協の方々に加え、桜島から避難して来られる住民の方々にも参加していただき、災害時に適切な

支援活動が進められるよう「災害ボランティアセンター設置・運用訓練」や「避難所運営訓練」を実

施します。 

平成３０年度 

桜島火山爆発総合防災訓練桜島火山爆発総合防災訓練
〜テーマ「１人の犠牲者も出さないために」〜〜テーマ「１人の犠牲者も出さないために」〜

「災害ボランティアセンター設置・運用訓練」 「災害ボランティアセンター設置・運用訓練」 

 毎年行われている災害ボランティアセンター運用訓練の様子



第７回第７回 わくわく福祉交流フェアを開催！わくわく福祉交流フェアを開催！

ボランティア推進校表彰式・ボランティア活動発表 ボランティア推進校表彰式・ボランティア活動発表 

　11 月 11 日 ( 日 )、市社協と鹿児島市の共催で、かん

まちあ ( 上町ふれあい広場、上町の杜公園 ) や天文館ベ

ルク広場、天文館シネマパラダイスにおいて「第７回わ

くわく福祉交流フェア」を開催しました。福祉団体や、

保育園などの多彩な催しや、福祉施設の製作品の展示販

売、福祉団体によるバザーなどが行われ、来場された約

34,000 人の市民でにぎわいました。

　また、イベントの運営には約 250 名のボランティア

の方々にご協力いただきました。誠にありがとうござい

ました。 

　わくわく福祉交流フェアでは、これまでボランティア活動に熱心に取り組んでこられたボランテ

ィア推進校 18 校と児童・生徒のふれあいボランティア活動者１名を表彰しました。被表彰校を代

表して、鹿児島三育小学校、吉田北中学校、鹿児島女子高等学校の児童・生徒の皆さんに、日頃取

り組んでいるボランティア活動について発表していただきました。 それぞれの学校では特色あるボ

ランティア活動を行っており、将来を担う子どもたちが、ボランティア活動を通して福祉の心を育

み、地域社会とのつながりの大切さを実感していることを心強く思いました。 

ボランティア活動発表 推進校表彰式

名者彰表被・校彰表被

最優秀賞 鹿児島女子高等学校 

優秀賞 

(３校) 
鹿児島三育小学校、吉田北中学校、鹿児島高等学校 

一般表彰 

(１４校) 

小山田小学校、坂元小学校、西田小学校、星峯東小学校、松原小学校、 

紫原小学校、鹿児島修学館中学校、鹿児島純心女子中学校、谷山北中学校、 

吉野東中学校、鹿児島修学館高等学校、鹿児島純心女子高等学校、 

鹿児島商業高等学校、松陽高等学校 

児童・生徒の

ふれあいボラ 

ンティア活動

鹿児島実業高等学校 板坂
いたさか

 ありさ さん 

会場内の様子 



介護施設でのボランティア体験を通して！ 

車いすの介助

お茶出しの準備 

～平成３０年度ボランティア介護施設体験講座～ 

　市社協では平成３０年度から５５歳以上の元気高齢者等の皆さんの就労

支援と生きがいづくり・社会参加を促進することを目的に「元気高齢者等

介護職場インターンシップ事業」を実施しました。 

　本年度は１５名の元気高齢者の方々が 

８か所の介護施設で体験され、その経験 

を活かして今では体験された施設で元気 

に働いている方もおられます。 

　来年度も引き続き実施する予定ですの

で、 皆さん方もぜひご参加ください。 

皆さんも参加されませんか？ 

～元気高齢者等介護職場インターンシップ事業～ 

入所者との話し相手 車いすの修理

ボランティア入門講座（国際支援ボランティア編）を行いました！
　平成 30 年 11 月 14 日に、鹿児島県ユニセフ協会や青年海外協力隊鹿児島県

OB 会を講師として招き、ボランティア入門講座（国際支援ボランティア）を開

催しました。 

　 次回のボランティア入門講座として、楽しいコミュニケーションづくり編を実施する予定です。 

鹿児島市内でボランティアに興味がある方であればどなたでも参加できますので、ぜひご参加く

ださい。

【開催日時】　平成 31 年 1 月 26 日（土） 午後２時から

【場　　所】　かごしま市民福祉プラザ 4 階 活動室２

【内　　容】　誰でも簡単にできるマジック

　　　　　　笑いと笑顔のコミュニケーション（昔なつかしい方言）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※ 内容については、変更となる場合があります。 

ボランティア入門講座（楽しいコミュニケーションづくり編）開催のお知らせ

　本年度も介護施設でのボランティア活動未経験の方や活動に興味の

ある方を対象に「ボランティア介護施設体験講座」を実施しました。

　本年度は１７名の受講者の方々が１３か所の介護施設で、車いすの

介助や入所者との話し相手などのボランティア活動を体験されました。

　これまで介護施設等でのボランティア活動に悩んでおられた個人ボ

ランティアの方々が、今回の体験を通して、現在では様々な施設で活

動をしています。 

　個人ボランティアの方にとっては、この講座がひとつの活動のきっ

かけづくりとなっています。 

　来年度も引き続き実施する予定ですので、介護施設等でボランティ

ア活動経験のない個人ボランティアの皆さん方のご参加をお待ちして

います。 



　今年度も、下記の日程でボランティアとしてご登録されている個人・団体の方々やボランティアニーズ

個人・団体、施設の方々にお集まりいただき、平成３１年度の登録説明会を開催いたします。 

　なお、平成 31 年度分からのかごしま市民福祉プラザの部屋予約については、登録更新手続きを終えて

からの予約受付となりますのでご了承ください。 

　10 月 1 日から 12 月 31 日までの３か月間、全国一斉に「赤い羽

根共同募金運動」が行われました。 

　鹿児島市共同募金委員会では、皆様のご協力をいただきながら、募

金運動を実施してまいりました。 

　街頭募金では、多くのボランティア推進校の児童・生徒の皆さん、ボ

ランティア団体の皆さんにご協力いただき、心から感謝申し上げます。 

　寄せられました募金は、市民の皆様の優しい思いやりの浄財です。

地域福祉を推進する事業や様々な福祉課題に取り組むボランティア活

動などに役立てられます。 

説明会名 ボランティア個人・団体登録 ボランティアニーズ個人・団体等登録 

日  時 平成 31 年 2 月 20 日（水）・23 日（土）

25 日（月） 

※1 日 2 回説明会が行われます。 

いずれかにご参加ください 

①午前の部 10：00～ ②午後の部 14：00～

平成 3１年 2 月 2７日（水）・28 日（木） 

※1 日 2 回説明会が行われます。 

いずれかにご参加ください 

①午前の部 10：00～ ②午後の部 14：00～

開催場所 かごしま市民福祉プラザ ５階 大会議室 （山下町 15-1） 

内  容 (1)登録更新についての説明 

(2)活動事例発表 

(3)ボランティア保険について 

(4)その他 

※都合によりスケジュールが変更となる場合が

あります。 

(1)ボランティアの受入れについて 

(2)活動事例発表 

(3)その他 

※都合によりスケジュールが変更となる場合が

あります。 

申込み等 平成３１年２月８日（金）までに FAX または電話等にてご連絡ください。 

その他
　プラザ地下駐車場は台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いし

ます。

～高齢者いきいきポイント推進事業のご案内～ 

「ボランティア個人・団体登録説明会」及び「ボランティアニーズ個人・団体登録説明会」のご案内 

赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございました！

街頭募金の様子

　高齢者いきいきポイント推進事業は、ボランティア活動を行うと、手帳にポイントが

付与され、ポイントに応じて転換交付金に転換できる事業です。

　【活動内容】　主に高齢者施設内でのボランティア活動や、市社協が開催する事業での

　　　　　　　ボランティア活動

　【対　　象】　６５歳以上の鹿児島市民で要支援・要介護認定を受けていない方

　※　平成 29 年度、平成 30 年度のポイントの転換交付金申請受付を、2 月及び 3 月の２か月間で

　　行います。詳しくは、ボランティアセンターまでお問合せください。 

　　　　　　　　　お問合わせ先 鹿児島市社会福祉協議会ボランティアセンター TEL：221-6072


