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平成２６年度ボランティア団体活動支援助成事業

（赤い羽根共同募金配分金事業）

助成団体が決定しました！！
この助成事業は、うるま市の福祉向上や地域課題解決に取り組むボランティア団体を応援
するために実施しています。
今年度は１２団体から応募があり、下記の９団体が決定しました。
ホップコース（３万円）
① 心の健康友の会 代表：上原 盛一
（心の悩み相談、三線、ギターの上演、歩道の清掃活動）
② ひるがおの会 代表：天顔 十三晃
（地域に住む独り暮らしや高齢者、障がい者宅の草刈りサポート）
③ はぁとくらぶ 代表：上原 優子
（未就学児をもつ親子の子育てのサポート）
ステップコース（５万円）
④ 総合的学習支援所山学校「うりずん」代表：長濱 眞盛
（民具・玩具の伝承、開放農園で生産体験指導）
⑤ 手話サークルあおいの会 代表：高安 祥吾
（ろう者及びろう文化や手話の勉強会・交流・普及活動）
⑥ リーディングサービスいしかわ相思樹の会 代表：山城 シゲ
（視覚障がい者への音訳活動）
いろいろなボランティア
ジャンプコース（１０万円）
団体の活動支援に、貴方の
⑦ うるま市史跡ガイドの会 代表：我如古 則子
善意が活かされていま
（勝連城跡や市内文化財のガイド）
す！
⑧ 朗読ボランティア「すだち」代表：上江洲 すみ子
（子ども達の健全育成と視覚障がい者への支援）
⑨ シーアート実行委員会 代表：仲村 龍太
（シーアートフェスティバルの開催及び運営）
この助成事業の財源は、皆様の善意で集まった「赤い羽根共同募金」を活用しています。
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ボランティア講座のお知らせ（予定）

皆様から要望が多かった、以下の講座を今
年度も実施する予定です。
１．傾聴～気持ちに耳を傾ける～講座
平成２６年８月１８日（月）
・２５日（月）
２日間連続を予定しています。
※地域で見守り活動をしている方、ボラン
ティア活動で人と接する事が多い方、そ
の他傾聴に興味があり２日間受講可能
な方対象です。
※高齢者施設から、傾聴ボランティアの相
談依頼が多く、今求められているボラン
ティア活動です。「話し上手は聞き上手」
貴方も参加してみませんか？

夏休みボランティア体験
うるま市社会福祉協議会と、うるま市内
で活動するボランティア・NPO 団体が共催
して、
『ボランティア・NPO 活動体験』を実
施します。
☆団体名：朗読ボランティア「すだち」
タイトル：『やさしい うちなぁーミュージ
カルへの挑戦！？』
日
時：8/13（水）午後 2 時～午後 5 時

☆団体名：心の健康友の会
タイトル：『沖縄カルチャー三味線 Let’s
Play』
日
時：7/30（水）、8/6（水）、8/13（水）
、
8/20（水）連続 4 回です。
午後１時～午後４時

２．話し合いの持ち方講座
平成２６年１１月２７日（木）
・２８日（金）
☆団体名：NPO 法人マングローブＥＥクラブ
２日間連続を予定しています。
タイトル：『MEEC 第 50 回ワークショップ
※ボランティアやＮＰＯ、地域で福祉活動
夏休み環境ボランティアフェア』
をしている方、関心のある市民対象です。
日
時：8/16（土）午前 9 時～午後 3 時
※各講座の日時など詳細が決まりましたら、
後日案内致します。お楽しみに！！

別紙の参加申込書に、必要事項を記入し
てボランティアセンター窓口かＦＡＸにて
申し込みください。どなたでも参加ＯＫで
す。※その他中・高校生向けのボランティア
体験学習もあります。
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助成金情報
現在募集中の助成金情報です。

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

☆沖縄ろうきん NPO 助成金
対象：１年以上の活動実績がある NPO 法人
対象となる事業・活動・内容：
①福祉の向上をめざす団体。
②地域や自然環境の保全、回復を目指す活動。
③地域文化の振興を目指す活動。
助 成 額：５団体へ２０万円
申込締切：７月３１日（木）
問合せ先：沖縄県労働金庫 経営統括部
T E L：098-861-1196

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

上記の助成金情報以外にも、助成金情報
は多くありますので、興味のある方はうる

調整後、活動を行います。お気軽に相談
ください。
☆病院サポートボランティア

ま市ボランティアセンターまで問い合わせ
ください。

（県立中部病院の中央玄関にて、車から乗
降される患者さんへの声掛け案内活動）

ボランティア情報
２４時間テレビ 37「愛は地球を救う」

昭和 53 年からスタートし、今年で 37 回
目の 24 時間テレビ。昨年度の募金額は全国
で「15 億 4,522 万 6,444 円」、沖縄県内で
「657 万 6,581 円」となり、下記の 3 団体
に福祉車両が贈呈されました。
スロープ付き軽自動車→石垣市社会福祉協議会
スロープ付き軽自動車→糸満市障害者生活支援ｾﾝﾀｰ陽だまり
リフト付きバス→西原町社会福祉協議会
うるま市社会福祉協議会では、今年も下
記の日時・場所で街頭募金活動を予定して

フードドライブ
フードドライブとは、ご家庭であまった
食料を、食事に困っている方々へ無償で提
供する活動です。
これまでに、うるま市内に居住の多くの
方に食料の提供が行われました。
うるま市ボランティアセンターでは、毎
日営業時間内にフードドライブ（食料寄付
の受付）を行っています。
ご家庭で不要な食料や分けても良い食料
がありましたら、うるま市ボランティアセ
ンターまでお届けください。フードバンク
セカンドハーベスト沖縄を介して食料を必
要としている方へお届けします。

いますので、募金へのご協力お願いします。
日時：8 月 31 日〔日〕午後 1 時～午後 6 時
場所：💛サンエー石川ショッピングタウン店
💛ホームセンタータバタ石川店
💛サンエー与勝シティ店
💛サンエー具志川メインシティー店

【受け入れを行っている食料品】
①賞味（消費）期限が 1 ヶ月以上残っている物。
②常温保存が可能な物。
③未開封な物。（お米は例外。1 合でも受け入れ可）
注）アルコール類は受け入れできません。
✿皆様からの、あたたかな支援をお待ちしています。
3

ボランティア活動保険
『ボランティア活動中の

うるま市ボランティア連絡協議会
『うるま市ボランティア連絡協議会』と

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

は、市内で活動しているボランティア団体
や個人が集い組織している団体です。
ボランティア活動についての情報交換や
相互に活動の協力他、研修会、交流会等を企
画実施しています。
市内でボランティア活動を行っている
方、ボランティア活動に興味がある方はど
なたでも入会できます。お気軽にご連絡く
ださい。
【入会費】

【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。

（団体）1,000 円/年（個人）300 円/年
【連絡先】
うるま市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL（098）973-5459（宮里）

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

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
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。
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。』 〒904-2214
沖縄県うるま市安慶名 488 番地
◎ボランティアに関する講座や研修会、各
うるま市健康福祉センターうるみん 2 階
種イベント等を開催する場合は、ボラン
TEL（098）973-5459
ティア行事用保険への加入をお勧めし
FAX（098）974-5306
ます。
ボランティアコーディネーター（山城・西平）
【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」
【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。
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