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退職後の男性が地域で生きがいのある暮らし方をすることに Iボランティア

活動jは有効だと思います。しかし何をしたらいいかわからない人が多いので

はないでしようか。

また，長年ボランティア活動を継続するには，ボランディア自身が楽しめる

ことが長続きの秘訣だと思います。そのための情報発信や地域の方が気軽に参

加できる仕組み，ボランティアが気軽に立ち寄り句相談できる窓口に「ボランティ

アセンターがなれたら・. . Jと思います。



l乙!!:;h~笑顔でつながる
ヤ~II!) . -.-"o 寸・' 目‘，，-‘ マ・ ，.~ 句e

復興を願って
• 

ECtih521る本長tmmz;ιI!~""l同f窓\1rJ:.... :7'・sd，l.=，f圏

について話をされました。6月 9 日 ~1 0臼垂水市文化会館にて東日本大震

災で大きな被害を受けた南三陸町の被災直後から

現在までの復旧状況，これから復興に必要な支援

について映像やメッセ シなどを交えながらフォー

ラムが開催されました。鮮をテ マにフォ ラム。

口t:.で写真展駐車場にて復興市が行われ，フォー

ラムには垂水市長も登壇され，市政で取り組む防災

復興市には，南三陸の商品や仮設住宅で過ごす

女性たちが毛糸で作った作品を販売収益が義援金

へと協力する体制や思いやOのあふれる企画に心温

まるものを感じました。「私たちにできることJr*刊

の言葉が風化されることのないようにと思いを新た

にする機会になりました。

-~担当lli泣単品亙首函，.....値量逼低温￡ヨ・

6月9臼(土)東日本災害で大きな被害を受けた宮城県南三陸町社協ボランティアセンター長猪俣隆弘氏を

迎え鹿児島県社会福祉協議会で交流会が開催されました。猪俣隆弘氏は，自らも被災されているなか(妻

行方不明)r自分だけがつらい思いをしているわけではない。Jと災害ボランティアセンターの陣頭指揮をとら

れている。

震災前の人口は， 17， 666人。世帯数

|式 5，400世帯。 62%の家屋が津波

で鱗になくなり3千数世帝が瞬に消

南三陸町を訪れたボランティア数とニーズの推移

えてしまった。
-ボランティア延べ総数lま69，870名に達した(2012年5月末現在)

仮設住宅Ict2，100戸。 255世待は全

国に散らばったと聞きました。

現在，仮設で抱えている問題は，アル中・

孤独死自殺。雇用の場もなく将来に不

安があり，コミュニティは，崩壊。再生Ict，
困難と語られました。 4000 

また，自主防災の減災への取組みは，r臼 3000 

頃の地域住民の取組みが重要であり，家 2000 

庭だけの自助ではなく地域職場での共

助への意識づけ心構えが大事だ。Jの言

葉が印象的でした。
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南三陸町社会福祉協議会内ボランティア
センヲーの惨状(被災直後)

志津川駅周辺被災後(ゴ ルデンウイ クのとろ)

20 1 2年3月の現状
大型の瓦礁は行政(業者)が撤去しました。
その後ボラ ンティアの作業によ り， 乙とまで
整地化できま した。

ぽらんていあ便り @ 

窃湾問3EZ羽鼠iWi!軍国
5月20白川内川右岸，天大橋上流河川敷にて薩摩川内市防災

訓練が行われました。

訓練の第1部は，大雨洪水の対応訓練。第2部は，地震 ー津

波災害の救出 ・救助等の対応訓練など住民参加による2部構成

で進行。

本会では，ボランティア活動支援訓練日赤救援物資輸送訓練・

非常炊き出し訓練に薩摩川内市民生委員児童委員協議会連合

会，川内地区赤十字奉仕団， NPO法人きらり，陸上自衛隊第

8施設大隊の協力をいただきました。

災害ボランティアセンターの模擬訓練では，ボランティア登録
受付や総合受付，二ス、受付からマッチンク;派遣の前に行うオ

リエンテーシヨンなど役割を分担して訓練していただきました。

また，非常炊き出し訓練では，ハイゼックスやアルファー米な

ど600食の非常食が流れ作業で出来上がりました。雨の中，テ

ント内での活動になりましたが各種団体と連携して被災者を支

援する訓練がスムーズに終了しました。
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児童・生徒のボランティア活動普及事業協力校研修会
6月15日に児童生徒のボランティア活動普及 また，福祉教育のサポートとして行う出前講座

事業協力校研修会を開催しました。 の疑似体験(アイマスク体験室イス体験)をし

研修会では，事業内容の説明や八イゼックスを ていただき， r子供たちにも実際に体験してもらい

使用しての非常炊き出し訓練を行った後，車イス たい。J等の感想を多くいただきました。

の介助や視覚障害者の介助についてビデオを視 お忙しい中にご参加し1ただき，ありがとうござ

聴していただきました。 いました。

児童・生徒の | 児童ー生徒の社会福祉への理解と関心を高め，社会奉仕，社会連帝の精神を養

ボランティア活動 |うとともに，家庭及び地域社会における福祉意識の啓発を図ることを目的とする事

普及事業とは… |業です。

平成24年度児童・生徒のボランティア活動普及事業協力校一覧 (指定校)

|平成24年度|高校生介護等体験特別事業への取組み
鹿児島県立川薩清修館高等学校(福薗 賢治

校長生徒数317名)は，平成24年度高校生介

護体験特別事業指定を受けて3年間，r信祉活動

の体験を通して福祉マインドや社会連帯の意識を

育み，福祉活動の理解を深めることJを目的に活

動が計画されています。

7月3日 68 .12日には， 1年総合学科64名，

2年ビジネス会計科37名が介護技術の実技講習

として疑似体験の依頼が本会に来ています。

また， 7月-8月Id:，夏休みを利用して介護施

設等への体験学習に取り組まれる予定です。これ

からも学校と協力して地域における福祉教育を支

援していきたいと思います。

。 ぽらんでいあ便り 平成24年第6号



平成 24年第6号 ぽらんていあ便 り @ 

-I:~司帝王[:ヨ5・.-;刊百事与を三I:::Þ.~勾司時 fg~・

『みんなが主役j
ボランテイア長成講座1m議式

ボランティア講座で学習や体験を行い，住

み慣れた地域の中で助け合い ・支え合うボ

ランティア活動を Iみんなが主役Jで行うこ

とを目的に養成講座を開講いたしました。

今回の受講生は21名。第1回目lま開講式

の後に「薩摩川内市のボランティアの現況に

ついてJ各事業の中で活躍するボランティア

さんの輝く姿を画像にて紹介させていただ

きました。

2回目以降は，鹿児島介護実習センタ

の見学災害時のボランティア体験講話非

常炊き出し訓練施設訪問など計画していま

す。みなさんの体験や学びがボランティア活

動につながるように願っています。

田

なでしこグループ
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おもちゃ病院ボランティア養成講座募集案内
子どもやおもちゃに関心があり!おもちゃドク

ターとなって妓術や経験を活かしたいと考えてい

る方に受講していただき，ボラシティアとして活

躍してもらうことを目的とします。気軽にお申し

込みください。また，日程は，講師の都合等によ

り変更になることがございます。ご了承ください0

・・・・・ 実施計画内容 ・・・・・

1 8月 9日|開講式
第1回目 u71).1);:: U I 

| 1330-1薩劇11内市ボラツティアの見知こついて

1 9月13日|講話
第2回目 v'1 :'.''1::: ~ I 

| 1330-1おもちゃ病院の活動について紹介

11 0月11日|実技
第3回目II U ~ ~.'f)~ LJ I 

| 1330-1おもちゃの修理等について

1 1 1月15日|講話
第4回目II I I~ J"l.'''~ LJ I 

| 1330-1おもちゃ病院開院に向けて

11 2月13日|先進地研修視察
第5回目|

930-
| 県内のボランティア活動の現況

1月10日!
第6回目| 13初 ==1今後の活動について

|閉講式 受講修了書授与

| 募集人員 20名程度 | 

| ム |薩摩川内市総合福祉会館内研修会議室|講座開催E 場
薩摩川内市永利町 4107番地 1

[お申し込み先]

薩摩川内市社会福祉協議会 地域福祉課

電話 0996-22 -2355 FAX 0996 -22 -1841 
※ FAXでのお申し込みは住所氏名 電話番号を明記のうえ送
信ください。(折り返し確認のお電話を差し上げま昔。)

5月12日に住宅型有料老人ホム美里園で行われた
家族会ヘ，ボランティアグループ「なでしこJが伺い，
入居者のお話し相手や移動の介助をさせていただきま
した。
また，スタッフの方々が出演された余興では，入居者
の皆さんと一緒に笑い，楽しませていただきました。
なでしこグループは、平成23年6月より開講の「地

域Ij ダ ボランティア養成講座Jの修了生が自主グ
ループを結成し，昨年の10月より活動をはじめたボラ
ンティアグループです。今後もボランティア活動を通し
て地域に貢献できるように養成講座で学んだことを活
かし，活動を考え，自分たちのでさることから実践して
いきたいと考えています。



留置書
幅広い世代の方々のボランティア活動への参加

を促進するため， 7月及び8月を「サマーボラン ・
ティア体験月間Jと定め，ノーマライゼーシヨン :
やボランティア活動への理解と関心を深める機会 ・
をつくります。 .

t.eli1_ 
薩摩川内市社会福祉協議会

&璽3
小 ・中・ 高校生 ー大学生青年 主婦社会人

等ボランティア活動に関心のある人

-rllml筒限畑産軍事問雇程譜.

7 月 ~ 8 月(サマーボランティア体験月間)設

定した日及び期間において，各種のボラ
ンティア体験プログラムを実施雪る。

-a臨調雇語調E置~S;V)逼画・þ~.

(1)車いす・アイマスク体験
(2)高齢者の疑似体験 ・障害者の疑似体験
(3)特別養護老人ホ ムでの施設体験
(4 )デイサービスセンターでの施設体験
(5)保育園での施設体験
(6)ふれあい ・いきいきサロン，

子育てサロン活動
(7)ホームヘルパ一同行体験
(8)福祉(ボラツティア)入門講座
(9)その他社協独自の活動体験

※体験プログラムの詳細については下記ボランティア
センターまでお問い合わせ下さい。

ノーマライゼーシヨンとは EZ盟諸君計お互いが特別に区別されること草く社会生活を共にすることが本来の望ましい配

わ弓やや九鹿児島県交通安全協会からお知らせ代やヂ
平成24年4月1日以降に入会された会員に特典として fシートベルト障害繍償制度Jの適用を開始

この制度は，会員の方が不幸にして交通事故に遭われ，シ トベルトを着装してい怠

がらも，死亡もしくは，一定の重度障害を負われた場合に，契約している保険会社から保

険金 (100万円)が支払われることによって財政的な支援をおこなうとともに車両に乗

草される場合の全席シ トベルト着装の徹底を促そうとする趣旨で導入するものです。

なお山不明な点や疑問点については， 遠慮なく鹿児島県交通安全協会 (n099-269
-7565)若しくは，最寄りの地区交通安全協会にお問い合わせください。
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本会では，平成 19年 12月から市民の皆様から
いただいたエコキャップをまとめて回収事業所ヘ
届けています。

累計個数:570.540個
ワクチン:713.2人分

2012年6月 15日現在

.800個でポリオワクチン1人分

.400個が焼却されると 3.15キロの C02が発生

-エコキャップ運動とは・・・

NPO法人工コキャッブ推進協会が実施し
ている運動でベットボトルのキャップ (pp= 
ポリプロピレン)を回収し!リサイクル事業
者へ売却することにより焼却処分時のC02

の発生を抑制官ると同簡にその売却益で世界

の子どもたちへポリオ(小児マヒ)ワヲチン
など届ける活動です。
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あなたの街のボランティアセンター紹介
**キ薩摩川内市ポラツティアセンター***

薩 摩川内市永利町 4107番地 1 TEL 0996(22)2355 

***鑓脇ボランティアセッター***
薩摩川内市樋脇町市比野2926番地2 TEL 0996(38)1166 

***入来ボラツティアセンター***
薩摩川内市入来町副田 5735番 地 TEL0996(44)3731 

***祁答院ボランティアセンター**水
薩摩川内市初答院町下手41番地 TEL 0996(55)1610 

***上甑ボランティアセンター***
薩摩川内市里町里 1900番地の2 TEL 09969(3)2880 

***下甑ボランティアセンタ *** 
薩摩川内市下甑町長浜 1185番地2 TEL 09969(5)1510 

***東郷ボランティアセンター*** ***鹿島ボランティアセンター***
薩摩川内市東郷町斧却1)725番 地 1 TEL 0996(42)1872 薩摩川内市鹿島町蘭牟田1443番地の1TEL 09969(4)2450 

***薩摩川内市役所市民活動窓口 コミュ二ティ諜***
TEL 0996(23)5111 

@ 平成24年第6号ぽらんでいあ便り


