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障害者支援施設オークスヴィレッヂ「オークス秋まつり」
ボランティア募集
【日

時】 １１月 3 日（土）９：４５～秋祭り終了まで（まつりは１０：００～１４：３０）
（多少の時間の変更は可）
【場
所】 オークスヴィレッヂ運動場 （佐和７８８－１３）
【内
容】 模擬店のお手伝い、駐車場誘導、進行のお手伝い、接客等
【そ の 他】 服装は軽装。お昼は施設でご準備頂けます！
【申込・お問い合わせ】 市社会福祉協議会 地域福祉係
TEL：274-5135 FAX：275-0606
メール：hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp
窓口・電話・FAX・メールでお申込み下さい（窓口・電話は平日のみ）

ご案内♪

ひたちなか市障害者等理解促進・啓発事業

ひたちなか市産業交流フェア内のイベントとして、２０１９年に行われる国体で実施予定の障害者スポーツ体験講座
を行います。
【日 時】 １１月４日（日）午前８時３０分～午前１１時２０分
【場

所】 総合運動公園 陸上競技場 （新光町 49 番地）

【内

容】

是非、お気軽にお立ち寄りください！

①「ブラインド/ロービジョンサッカー体験講座」 講師：身体障がい児サッカークラブ バンクル茨城 D.F.C
②「車いす体験及び車いす競技」

講師：株式会社幸和義肢研究所

③「車いすバスケット体験講座」

講師：一般社団法人シッティングスポーツ協会

④「フライングディスク体験講座」

講師：茨城県障害者フライングディスク協会

⑤「ボッチャ体験講座」

講師：茨城ぼっちゃ倶楽部

【参加費】 無 料
【その他】

事前申し込みの必要はありません。

主 催：一般社団法人ひたちなか青年会議所
後 援：ひたちなか市

協力：ひたちなか市社会福祉協議会 国体推進課、観光振興課

①

ひたちなか市社会福祉協議会

助成金のご案内

ボランティアグループ立ち上げ助成金について
この助成金は、設立から 1 年未満のボランティアグループに対し、活動費用の助成を行うものです。
【対
象】 ※次の全てに当てはまるものが対象となります
◎設立から 1 年未満（平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までに設立）であること
◎市ボランティア活動センターに登録していること
◎年間を通し、継続的に活動していること（おおよそ月 1 回以上）
◎事業計画・予算が適正に作成されていること
◎会員による会費負担など、自主財源の確保に努めていること
◎自主的な研修や学習会の、実施もしくは参加を計画していること
◎平成 30 年度以降も、継続して市ボランティア活動センターに登録し、活動を継続すること
◎市社協から他の補助金・助成金の交付を受けていないこと
※この助成金の申請と並行して市ボランティア活動センターに登録することもできます。登録にあたっては、別紙
「ひたちなか市ボランティア活動センター 団体・グループの登録について」をご覧ください。
【助成額】 上限 15,000 円
【申請方法】
所定の申請用紙に記入のうえ、必要書類（会員名簿・会則・今年度事業計画・収支予算）を添付し、市社協窓口
までお申込み下さい。
※事業計画の様式は特に定めません。年間の活動内容がわかるものを作成してください。
【申請受付期間】 平成 30 年 10 月 1 日（月）～10 月 31 日（水）
【交付決定時期】 平成 30 年 11 月中旬に決定し、交付の可否を文書で通知いたします。
その後、11 月下旬から 12 月に指定の口座にお振込みいたします。
【その他】 この助成金は、茨城県市町村社協ボランティア・市民活動促進事業費助成金を財源としています。
【申込・問合せ先】 ボランティア活動センター 西大島 3-16-1 電話 274-5135 FAX 275-0606

②

平成 31 年度（公益財団法人 キリン福祉財団）
「キリン・地域のちから応援事業」および「キリン・福祉のちから開拓事業」（公募助成）のお知らせ

１．キリン・地域のちから応援事業
【助成対象活動】 地域における障害児・者、高齢者、子ども等の福祉向上に関わる、幅広いボランティア活動。災
害の復興応援、防災に関しても広く募集。
【助成対象】 4 名以上のメンバ―が活動する団体・グループで連絡責任者は 20 歳以上
【助成金額】 1 件（1 団体）当たりの上限額 30 万円（総額 4,700 万円）
２．キリン・福祉のちから開拓事業
平成 30 年度（第 25 回）ボランティア活動助成募集
【助成対象活動】 ※全国や広域にまたがる取り組みが対象。
①障害者の福祉向上に関わるもの ②高齢者の福祉向上に関わるもの③児童・青少年の福祉向上に関わるもの
【助成対象】 10 名以上のメンバ―が活動する団体・グループで連絡責任者は 20 歳以上
【助成金額】 1 件（1 団体）当たりの上限額 100 万円（総額 500 万円）
【申込期間】 9 月 14 日（金）～10 月 31 日（水）当日消印有効 （１、２どちらも）
【詳
細】 詳しくは、ホームページをご覧ください。 （http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/）
※募集案内、申込書等は財団ホームページよりダウンロードできます。
【問合せ先】公益財団法人 キリン福祉財団 事務局
TEL:03-6837-7013 ／ FAX:03-5343-1093
Email:fukushizaidan@kirin.co.jp

③
【目

平成 30 年度 第 2 回 高齢者、障害者の支援を目的とする
ボランティア活動に対する助成

的】 高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ
豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。
【対
象】 国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、それに必要な各種器材の
購入のための費用が対象です。
【提
出】 平成 30 年 9 月 21 日（金）～10 月 22 日（月）に茨城県共同募金会に申請書を提出してください。
【問 合 せ】 社会福祉法人茨城県共同募金会 （担当：木村）
TEL：241-1037 / FAX：244-1993

災害ボランティアセンター設置訓練について

ご報告♪

ひたちなか市の防災訓練にあわせて災害ボランティアセンター設置訓練を行いました。災害が発生したとき、
被災者を支援するために設置するものです。ほとんどの市町村では社会福祉協議会が運営することが多いよ
うです。ひたちなか市でも社協を中心にひたちなか市災害ボランティアネットワーク（災害 VN）を構築し、
平常時から顔が見える関係づくりを行っています。今回もひたちなか市ボランティア連絡協議会、NPO 法人
生活支援ネットワークこもれびさんが協力してくれました。
ボランティアの受付からマッチングまでの流れの確認、ニーズの聞き取り訓練等を中心に行いました。災害
が発生してからでは、対応が難しいので日頃の訓練が大切となります。

平成 30 年 7 月豪雨災害について
～「11 府県ふっこう周遊割」により、ボランティア活動時の宿泊を支援 ～
国の「平成 30 年７月豪雨観光支援事業費補助金」の対象となる地域への旅行や、ボランティア活動での
宿泊が割引になる観光支援事業「11 府県ふっこう周遊割」が始まりました。 この割引では、ボランティア
活動参加者が、対象となる「同じ県」で、「合計２泊以上の連続した宿泊」をすることで、1 人あたり最大
4,000 円（福岡）～最大 6,000 円（岡山・広島）割引での
宿泊ができます。
割引対象期間は、8 月 31 日（金）～11 月 30 日（金）
の宿泊が対象です。
詳細は（観光で西日本を元気に！！
「１１府県ふっこう周遊割」お知らせサイト）
https://fukkou-shuyu.jp/
呉市安浦サテライト災害ボランティアセンターの様子

ファミリー・サポート・センター協力会員募集

お気軽にお問い合せ下さい

ファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けをしてほしい人・高齢の方・心身に障がいのある方（利用会員）と
そのお手伝いができる方（協力会員）とを組織し、会員同士で支え合う活動を行っています。
【活動時間】 午前７時～午後９時までのご都合の良い時間 ※年末年始（12 月 28 日～翌年 1 月 5 日）は除く
【条
件】 ひたちなか市民
２０歳以上 心身共に健康な方
★資格はいりません 子どもが好き！地域の役に立ちたい！方をお待ちしています
【問合せ】

市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL：274-5135 ファミリーサポートセンター

義援金等のお知らせ
① 義援金の名称
② 募集期間

平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金

平成３０年９月１２日（水）から平成３１年３月３１日（日）まで

義援金延長のお知らせ
●平成３０年７月豪雨災害義援金（中央共同募金会募集）
延長後期間：平成３０年１２月２８日（金）まで

中央共同募金会・支援金「ボラサポ」募集開始のお知らせ
平成 30 年 9 月 6 日に発生した平成 30 年北海道胆振東部地震災害では、道内の広範囲に被害が及んでい
ます。 つきましては、中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、支援金「ボラサ
ポ」募集を実施いたします。 なお、
「ボラサポ」は、平成 30 年 9 月 6 日に発生した平成 30 年北海道胆振
東部地震災害での支援活動に助成するほか、平成 30 年 9 月 4 日からの、台風 21 号災害での支援活動にも
助成いたします。
被災した人々に寄り添い、協力し合い、継続的に活動を行っていくためには、被災された方々を支える
ボランティアグループや NPO を支えるための募金が必要です。ご協力よろしくお願いします。
https://www.akaihane.or.jp/saigai/2018hokkaido_earthquake

ご案内♪
朗読サークル「こだま」発表会

第 16 回 朗読ボランティア「声のとも」発表会

【日

時】 11 月 1 日（木）９：３０～１２：００

【日

時】 １０月２４日（水）１０：００～１２：３０

【場

所】 市総合福祉センター大会議室（３階）

【場

所】 市総合福祉センター大会議室（３階）

【内

容】 1 部：各会員の発表（「友情」をテーマ）
２部：「どしゃぶりのひに」（「あらしのよるに」
シリーズの第５作。スクリーンに絵を投射）の群読

9 月 ボランティア連絡協議会 活動報告
７日 V 連移動研修
１８日 V 連役員会

10 月 ボランティア連絡協議会 活動予定
５日 海浜公園奉仕活動・全体交流
9：50 集合です！

２９日 役員会
運営委員会（大島総合福祉センター）
13：30～

どちらも事前申込は不要♪
観覧自由です♪♪
お誘い合わせの上、
是非、お気軽にお越しください！

9 月 ボランティアグループ 移動研修
９日 那珂湊手話を学ぶ会
イトウ製菓、フルーツパーク久松農園（小美玉市方面）
１１日 さのの会
日本ハム下館工房、大洗めんたいパーク

