
<その他＞　ボランティア出前講座

日時　　①１０月２８日（木）　９：３５　～　１２：２０
　　　　　②１０月２９日（金）　９：３５　～　１１：３０
人数　　各６人
場所　　福平小学校　体育館
　　　　　（鹿児島市平川町819-3）
内容　　福祉体験活動のお手伝い（車椅子・白杖
　　　　　体験等の見守りや備品装着の補助）
締切 　  １０月２２日（金）
備考　　・動きやすい服装、体育館用シューズ
　　　　　・マスク着用
           ・駐車場有り
　　　　　・ボランティア活動保険の加入が必要

日時　　１１月５日（金）
　　　　　９：３５　～　１１：３０
人数　　６人
場所　　犬迫小学校　体育館
　　　　　（鹿児島市犬迫町5745）
内容　　福祉体験活動のお手伝い（車椅子・白杖
　　　　　体験等の見守りや備品装着の補助）
締切 　  １０月２９日（金）
備考　　・動きやすい服装、体育館用シューズ
　　　　　・マスク着用
           ・駐車場有り
　　　　　・ボランティア活動保険の
　　　　　　加入が必要

日時　　①１１月　８日（月）　１０：１０　～　１１：５０
　　　　　②１１月１１日（木）　　９：２５　～　１２：１５
人数　　各６人
場所　　東谷山小学校　体育館
　　　　　（鹿児島市魚見町124-1）
内容　　福祉体験活動のお手伝い（車椅子・白杖
　　　　　体験・高齢者疑似体験等の見守りや備品
　　　　　装着の補助）
締切 　  １１月４日（木）
備考　　・動きやすい服装、体育館用シューズ
　　　　　・マスク着用
           ・駐車場有り
　　　　　・ボランティア活動保険の
　　　　　　加入が必要

＜子育て支援＞　 赤いピーマン

日時    １１月６日（土）   ９：３０　～　１３：００
人数    ５人
場所　  たわわタウン谷山　２階　調理室
　　　　　（鹿児島市西谷山１丁目５）
内容　　こども食堂でのお弁当作り、お弁当の配付
締切　  １０月２５日（月）
備考　　・料理作りしやすい服装
　　　  　・エプロン、三角巾か帽子、マスク
           ・駐車場有り
　　　　　・食事有り（お弁当）
　　　　　・行事に対しての保険に
             加入予定

   期日指定ボランティア募集情報（令和3年10月９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。
　　　　ボランティア募集のご案内をいたします。各行事ともに、定員になり次第、締め切らせていただきます。
　　　　参加の希望の方は、当センターへお気軽にお問い合わせください。
　　　　※新型コロナウイルス感染症の影響で、行事が中止になることもあります。

＜子育て支援＞　 ＼おかえり／こども食堂

日時    １０月１８日（月）
           １７：００　～　２０：００
人数     １０人
場所　　party hall ＨＩＮＡＴＡ
　　　　　（鹿児島市東千石町3-41キャパルボビル3階）
内容　　調理補助、読み聞かせ、子供と遊ぶ等
締切　　１０月１５日（金）
備考　　・エプロン、三角巾、マスク
　　　　　・食事有り
　　　　　・行事に対しての保険に
　　　　　　加入予定

日時    １０月２５日（月）
           １６：００　～　２０：００
人数     １０人
場所　　party hall ＨＩＮＡＴＡ
　　　　　（鹿児島市東千石町3-41キャパルボビル3階）
内容　　調理補助、フードパントリー案内、配布
締切　　１０月１８日（月）
備考　　・エプロン、三角巾か帽子、マスク
　　　　　・食事有り
　　　　　・行事に対しての保険に加入
　　　　　　予定



日時    １１月２１日（日）　９：４５　～　１６：００
人数     ２人
場所　　アミュ広場
　　　　　（鹿児島市中央町１－１）
内容　　地域まるごと環境フェスタイベント出店時
　　　　　受付、案内、販売手伝い等
締切 　  １１月１５日（月）
備考　　・動きやすい服装
　　　　　・エプロン、マスク
　　　　　・食事は各自で準備してください
　　　　　・行事に対しての保険に
             加入予定

日時    １１月２７日（土）
　　　　　①　７：３０～１３：００
　　　　　②１２：００～１７：００
　　　　　③終日（時間相談可）
　　　　　１１月２８日（日）
　　　　　①　７：３０～１３：００
　　　　　②１２：００～１７：００
　　　　　③終日（時間相談可）
人数     各５０人
場所　　ウォーターフロントパーク
　　　　　（鹿児島市本港新町４－４）
内容　　設営準備、ブースでの運営、搬出、片付け
締切 　 １１月１９日（金）
備考　　・動きやすい服装、マスク着用
           ・タオル、飲み物
　　　　　・食事券（６００円分）配布
　　　　　・行事に対しての保険に
             加入予定

＜その他＞ 　手織り工房　わくわく本舗 ＜子育て支援＞　 子ども食堂・友愛の里

日時    ①１１月６日（土）
　　　　 　　１０：００　～　１４：００
　　　　　②１１月７日（日）
　　　　　　 １０：００　～　１４：００
人数     各２人
場所　　喜入町一倉の綿花畑
　　　　　（鹿児島市喜入町一倉）
内容　　コットンフェアの受付・案内・手伝い
締切 　  １０月２５日（月）
備考　　・動きやすい服装
　　　　　・食事なし（各自で準備のこと）
　　　　　・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（土）　１１：００　～　１４：００
人数     ３人
場所　　坂之上福祉館　調理室
　　　　　（鹿児島市坂之上４丁目１５－２）
内容　　お料理の調理・盛り付けの手伝い
　  　　　配膳など
締切 　  １１月１７日（水）
備考　　・料理作りしやすい服装
　　　　　・エプロン、三角巾か帽子、マスク
　　　　　・駐車場有り
　　　　　・食事有り
　　　　　・行事に対しての保険に
             加入予定

＜その他＞ 　やまぶき会 ＜その他＞ 　鹿児島市スポーツ協会

日時    １１月２０日（土）
　　　　　①　８：４５～１３：００
　　　　　②１３：００～１７：００
人数     ８人
場所　　黎明館　２階講堂
　　　　　（鹿児島市城山町７-２）
内容　　会場設営、荷物搬入、準備、受付、案内、
　　　　　音響、荷物搬出、片付けなど
締切 　  １１月４日（木）
備考　　・動きやすい服装、靴
　　　　　・マスク着用
　　　　　・交通費有り
　　　　　・食事有り
　　　　　・活動保険加入済の方

※11/13に当日の打ち合わせを行います
 　都合のつく方はご参加ください

日時    １１月２０日（土）　詳細は別紙
人数     ２６人
場所　　市内１３カ所（詳細は別紙）
内容　　「せごどんウォーク」にてチェックポイントに
　　　　　来られた方にスタンプを押印し、道案内する
締切 　  １１月１０日（水）
備考　　・小雨決行（荒天中止）
　　　　　・動きやすい服装、靴
　　　　　・マスク着用
　　　　　・交通費有り
　　　　　・行事に対しての保険に
　　　　　　加入予定

＜その他＞ 　手織り工房　わくわく本舗 ＜その他＞ 　オーガニックフェスタ実行委員会

西郷隆盛ゆかり

の地を巡る

ウォーキング

イベント



 
     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　■
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     【https://www.dondon-net.or.jp/】
　

日時    ★３月４日（金）　　　　　　　★３月５日（土）　　 　　　　　　★３月６日（日）
　　　　  ①　９：００～１５：３０　　　　①　９：００～１５：３０　　　　　 ①　９：００～１５：３０
　　　　　②１５：００～２１：００　　　　②１５：００～２１：００　　　　　 ②１５：００～２１：００
　
　
場所　　３月４日（金），５日（土）　中央公民館・中央公園（おもてなし広場）周辺
　　　　　３月６日（日）各活動場所

内容　　３月４日（金），５日（土）　ランナー受付け、案内誘導など
　　　　　３月６日（日）スタート・フィニッシュエリアでの案内誘導や、コース沿道でのコース形成や案内
　　　　　　　　　　　　　誘導、給水・給食所で水や給食などの提供
           ※詳細については、2月開催のボランティア説明会で説明予定

締切 　 １１月１２日（金）

備考　　・活動当日、満１５歳以上の方
　　　　　・ボランティア説明会に参加可能な方
　　　　　・主催者が決定した場所、時間に活動の可能な方
　　　　　・活動日当日の食事、飲み物は各自準備
           ・雨天決行（雨具の準備）

　　　　　※申込には、鹿児島マラソンボランティア参加申込書の提出が必要です
　　　　　　 参加申込書は、鹿児島マラソンHPでダウンロードまたは、ボランティア
              センター窓口で配布しています。
　　　　　　 申込書は、鹿児島マラソン実行委員会または、ボランティアセンターに
              提出してください。

＜その他＞　鹿児島マラソン実行委員会

　　　今回は、色紙や紙テープを使ったコスモスの制作です。
　　　作品は、福祉施設に寄贈します。
　　　たくさんのご参加をお待ちしています。

日　時　　　　　１０月２３日（土）　１０：００～１２：００
場　所　　　　　かごしま市民福祉プラザ４階
　　　　　　　　　交流スペース
定　員　　　　　先着１５名
内　容　　　　　高齢者施設に向けた秋の風景の制作
申込方法　　　①氏名②住所③電話番号を電話、FAX、
　　　　　　　　　またはメールでお知らせください。
締切　　 　　 　１０月１８日（月）
　
    ※マスクの着用、手指消毒にご協力ください。
    ※新型コロナウィルス感染予防のため、中止となる
　　　 場合があります。

　
   グループホームおあしす坂之上では、介護に興味のある
　 方のボランティアを募集しています。
   利用者様の話し相手になったり、レクリエーションや食事の
   配膳などの手伝いをしてもらう中で、興味を持って、楽しく
   活動していただけたらと思います。
   なお活動される際は、新型コロナウィルス感染拡大防止の
   ためマスクの着用、手洗いの徹底をお願いします。
   活動内容や時間については、ご相談ください。

 

                                   　※いきいきポイントが付与されます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島市坂之上1丁目47-22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　グループホーム　おあしす坂之上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：薗田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡：284-6636

グループホームおあしす坂之上で

ボランティア活動をしてみませんか

Opening ボランティア


