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災害ボランティア情報について

８月１９日からの記録的大雨により、広島
県において土砂災害等が発生し多くの方が
被害を受けています。また、御嶽山の噴火に
ともない多くの被害が発生しました。
被災地から遠く離れた沖縄からは、どのよ
うな支援ができるのでしょうか？
平成７年に発生した『阪神・淡路大震災』
には全国から１３７万人のボランティアが
駆けつけ『ボランティア元年』という言葉が
生まれました。その後、新潟中越地震や東日
本大震災などでも、多くの災害ボランティア
によって、被災地の復旧・復興活動が行われ

内容：暮らしを豊かにする片付け術、整理収
納について、質疑応答
日時：平成 26 年 11 月 27 日（木）
午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
場所：うるま市健康福祉センター3 階視聴覚室 A
講師：神村 さゆり 氏（暮らし研究所 代表）
受講料：無料
※定員に達し次第締め切ります。
申込期間：11 月 4 日（火）～11 月 17 日（月）
対象：ボランティアやＮＰＯ、地域で福祉活
動をしている方、うるま市に在住・在
勤・在学で講座に関心のある方。
問合せ・申込先：うるま市ボランティアセンター
ＴＥＬ ９７３-５４５９（西平・山城）

てきました。
そのなか、ボランティア活動者の準備不足
等や、過剰な支援物資の送り付け等によるト
ラブルも課題としてあります。そのようなト
ラブルを少なくするために、全国社会福祉協
議会では、被災地支援のボランティア活動に
関する情報をホームページで提供しており、
様々な災害ボランティア活動についての情
報を得ることができます。
ボランティアの募集情報や活動状況、ボ
ランティアに対しての注意事項、ボランティ
ア活動者からの想い、よりよいボランティア
活動についての提案などが掲載されていま
す。ぜひ、ご確認ください。
全社協 被災地支援・災害ボランティア情報
http://www.saigaivc.com

ボランティア募集情報
福祉施設でのサポートボランティア
高齢者施設や、障がい者施設の利用者活動
をサポートするボランティアを随時募集し
ています。
あなたの特技を活かしたボランティア活
動をやってみませんか？
①余興を披露するボランティア活動
②施設利用者とお話をするボランティア活動
③小物作り等の指導を行うボランティア活動
④外出時のサポートボランティア活動
※活動の内容や日時等は受け入れ施設との
調整後、活動を行います。お気軽に相談く
ださい。
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うるま市ボランティア連絡協議会
ダメ。ゼッタイ。「薬物乱用防止」講演会
実施日:平成 26 年 8 月 12 日（木）
場 所:うるま市健康福祉センターうるみん 3Ｆホール
近年薬物乱用者による事件、事故が多発傾
向にあり沖縄県でも危険ドラッグの利用者
が増えていると懸念されています。大事な生
命・財産を守り、市民の意識向上を図る事を
目的とし、講師に沖縄県薬物乱用防止協会会
長の銘苅榮一氏をお迎えし、講演会を行いま
した。参加者も「改めて薬物の恐ろしさを知
った、もっと多く
の人に薬物乱用防
止の講演を聞いて
ほしい」と話して
いました。
浦添市ボランティア連絡協議会との交流会
実施日：平成 26 年 9 月 9 日（火）
場

所：浦添市ハーモニーセンター
ボランティアの先進地である浦添市ボラ

ンティア連絡協議会との交流会を行いまし
た。
さすがに先進地とあって、登録団体の多さ
（36 団体）と、充実した活動内容に圧倒され
ました。独自に行う「ボランティアまつり」
「ワンコイン芸能祭」等々、多くの市民を網
羅した活動を毎年行っています。今後の活動
に参考にさせ
てもらう点が
多々あり、感
動的な交流と
なりました。
うるま市ボランティア連絡協議会登録会員受付中！
年会費：団体会員 1,000 円、個人 300 円
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「ボランティア通信」は、

赤い羽根共同募金を活用して発行しています。
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ボランティア活動保険ニュース

-ボランティア活動をされる時の
事故防止・軽減のための１０大ポイント-

ボランティア活動中に１日に６件以上の
事故が発生！ 死亡事故も２件発生！
◆平成 ２５ 年度「ボランティア活動保険」
では、年間に全国で ２，４２９ 件の事故（傷
害事故 ２，２４７ 件、賠償事故 １８２ 件）
が発生し保険金を支払いしております。ボラ
ンティア活動中の事故は１日当たり約 ６．
６ 件発生していることになります。
◆事故原因をみると、慣れ・疲れによる転倒・
衝突事故が多く、また、往復途上の事故も
年々増えています。特に事故発生の多い時間
帯は、午前では １０ 時台、午後では １ 時
台・４ 時台・６ 時台に集中しています。
活動を始めて張り切っている頃、疲れが出始
める頃、そして帰宅途中の事故が多く発生し
ています。
◆ボランティア活動を行う際は事故防止に
十分注意し活動を行いください。
万一、事故が発生した場合は、ただちに社
会福祉協議会へ事故報告をお願いします。

ボランティア団体へ印刷機を貸し出します。
うるま市ボランティアセンターは、う

ティアセンターまで申し込みください。

るま市内でのボランティア活動をサポ

料金：無料

ートするため、ボランティアセンター

（用紙は各自で持ってきてください。）

へ登録を行っているボランティア団体

利用可能日時：平日（祝祭日除く）

へ印刷機（輪転機）の無料貸し出しを行
っております。
会員募集のチラシや、勉強会の
資料作り等で印刷機の使用を希望
する団体は、事前にうるま市ボラン

午前 9 時～午後 5 時
※利用状況によりましては、使用条件
が変更になる場合があります。予め
ご了承ください。
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ボランティア活動保険
『ボランティア活動中の

ボランティア行事用保険
『地域福祉活動やボランティア活動の

さまざまな事故によるケガや
損害賠償責任を補償します。』
◎安心してボランティア活動を行うために
ボランティア活動保険への加入をお勧め
します。
【対象】
「自発的な意思により他人や社会に貢献
する無償の活動」
【年間保険料】
300 円から 690 円

さまざまな行事における“主催者や参加者のケガ”
“主催者の賠償責任（主催者責任）”を補償します。』
◎ボランティアに関する講座や研修会、各
種イベント等を開催する場合は、ボラン
ティア行事用保険への加入をお勧めし
ます。
【対象】
「地域福祉活動やボランティア活動の一
環として日本国内で行われる各種 行
事」

【補償期間】
加入手続き完了日の翌日から
平成 27 年 3 月 31 日まで
【その他】
うるま市ボランティアセンターへの登
録が加入申し込みの前提となります。
☆詳しくは、うるま市ボランティアセンター
まで問い合わせください。

【保険料】
28 円/人から（最低加入人数 20 名）
（最低保険料 560 円）
【その他】
行事の内容（危険度）によって加入できる
プランが異なります。
☆詳しくは、うるま市ボランティアセンタ
ーまで問い合わせください。
うるま市社会福祉協議会
うるま市ボランティアセンター

掲載記事募集！
ボランティア通信では、ボランテ
ィア活動に関する記事を掲載しま
す。
『ボランティア団体の紹介』や、
『ボ
ランティアに関するイベント告知』、
『ボランティアの募集情報』など、
ボランティア通信への掲載を希望
する記事がありましたら、うるま市
ボランティアセンターまで問い合
わせください。
次回の発行は 2 月 1 日を予定して
います。
8

「ボランティア通信」は、

ボランティアセンターでは、ボランティア
に関する相談や、地域・学校での福祉教育に
ついての相談を行っております。お気軽にご
相談ください。
〒904-2214 うるま市安慶名 488 番地
うるま市健康福祉センターうるみん 2 階
TEL 973-5459
FAX 974-5306
ボランティアコーディネーター（山城・西平）

赤い羽根共同募金を活用して発行しています。

