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このメルマガは、Ｆボラに登録していただいた方のうち、メールアドレスをご記入いただいた方

及びＱＲコードを通じて、メールの配信を希望していただいた方にお送りしています。 

このメールマガジンを通じて、Ｆボラの様々な情報をお届けしてまいります。 
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・Fボラニュース 

………～災害ボランティア育成事業費補助金のご案内～ 

・Fボラ募集情報 

………現在 Fボラを募集中のイベントについて掲載します。 

★NEW★藤岡子どもふれあい教室、お茶の香ロード、藤枝げんき塾「脳の健康教室・た

かす」 

・編集後記 

………第 31号をお読みいただきありがとうございました。 

 

■ Fボラニュース━━━━━━━━━━━━ 

～災害ボランティア育成事業費補助金のご案内～ 

この度の台風 15号による千葉県の被害は、報道のとおり、甚大なものとなっています。 

被害に遭われた方に、心からお見舞い申し上げます。 

藤枝市では、被災地において支援活動を行う市民団体に対して、経費の一部を補助しています。 

被災地の早期復興に向け、ぜひご活用ください。 

-------------------------------------------------------------------- 

≪災害ボランティア育成事業費補助金の概要≫ 

●対象 

藤枝市民 2人以上からなる市民団体で、次のいずれか 

・被災地の復興支援を目的に、自主的に結成された団体 

・自治会、町内会等の自主防災団体など 

●支援活動の内容 

・避難所等での炊き出し、物品の給付・貸与活動 

・被災地の片付け・清掃活動 など 

●補助対象経費 

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料など 

●補助金額 



被災地で災害支援活動をする藤枝市民 1人につき 1万円以内 

（ただし、1団体につき 20万円を限度。同一年度では 1人 1回まで） 

●その他注意事項 

原則、出発 10 日前の申請が必要ですが、台風 15 号関係の千葉県への支援は、出発前の申請

であれば受け付けます。 

なお、以下のことに注意してください。 

・被災地で設置されたボランティアセンターが募集する支援活動内容であること 

・自身でボランティア保険に加入し、必要物品・服装等は持参すること 

補助金の申請書や要綱等詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/bunka/shiminkatsudo/BU004/1524128407308.html 

-------------------------------------------------------------------- 

≪ボランティア活動にあたっての注意点≫ 

●各災害ボランティアセンターの最新情報の確認を！ 

求められている場所で、求められている活動が行えるよう、常に最新の情報を把握しましょう。 

●自己完結のボランティア活動を！ 

被災地では、食料・飲料水等の確保が難しいことが多いです。 

必要な物品や服装等は、ボランティアの皆さん自身で用意し、持参しましょう。 

●ボランティア活動保険への加入を！ 

Fボラに登録し、保険に加入されている場合、保障されます。 

※今回は水害被害のため、天災保障タイプでなくとも保障されています。 

地震、津波の復興の場合は、各自で天災保障タイプの保険に加入しましょう。 

その他、ボランティア情報の詳細については、全社協のホームページも併せてご参照ください。 

ボランティアセンターの設置状況も確認できます。 

https://www.saigaivc.com/ 

-------------------------------------------------------------------- 

被災地の一日も早い復興をお祈りしております。 

 

／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼ 

 

■ Fボラ募集情報 ━━━━━━━━━━━━━ 

現在は、以下のイベントについてボランティアを募集中です。自分ができる時に、ぜひ気軽に参

加してみてください。 

なお、イベント主催者へボランティアの参加申込みをされる際には、必ず氏名とＦボラ登録ナン

バーをお伝えください。 

 

【NEW！急募！】 



●藤岡子どもふれあい教室 

日 程：令和元年 10月 12日（土）8：30～12：00 

会 場：藤岡会館（藤岡 1-23-2）集合後、藤枝市郷土博物館・文学館に移動 

内 容：藤岡子どもふれあい教室に参加する小学生の引率サポート（藤岡会館から徒歩で博物

館・文学館へ移動） 

定 員：2名 

担 当：生涯学習課 

℡：054-643-3047 

申込期限：10月 11日（金） 

その他：動きやすい服装、水分補給できるもの持参、車の場合は藤岡会館に駐車 

 

【NEW！】 

●お茶の香ロード（市民団体等） 

日 程：令和元年 11月 2日（土）、3日（日）10：00～16：00 

会 場：茶町内 

内 容：お茶席を中心に、芸術・文化の発信をするイベントでの活動。 

（美術展示ブースの管理、中学生のお世話、呈茶、お茶席等） 

定 員：3名 

担 当：お茶の香ロード実行委員会（本庄） 

℡：054-644-3400または 090-3583-2829 

申込期限：10月 20日（日） 

その他：襟のある服でお越しください（Tシャツ不可）、お茶のハッピ貸与 

1日だけの参加可、特に女性を希望 

 

●藤枝げんき塾「脳の健康教室・たかす」（市民団体等） 

日 程：令和元年 11月 19日（火）までの毎週火曜日 10：00～12：00 

会 場：北川医院通所介護たかす（高洲 62-3） 

内 容：認知症予防のための教室でのボランティア 

（楽習サポート、コミュニケーションづくり等） 

定 員：8名 

担 当：静岡県健康生きがいづくりアドバイザー協議会（藤田） 

℡：054-653-3060 

メール：ikigai-shikake2004@leaf.ocn.ne.jp 

申込期限：各実施日の前日 

その他：室内運動靴持参、車の場合は通所介護たかす駐車場へ 

 



【再掲】 

●第 7回市民協働フォーラム 

日 程：令和元年 12月 7日（土）8：45～15：00 

会 場：生涯学習センター（藤枝市茶町 1-5-5） 

内 容：無料映画上映会や市民団体による物販、ワークショップ等のあるイベント（来場者受付、

ブース補助等） 

定 員：5名程度 

担 当：市民活動団体支援課 

℡：054-643-3274 

申込期限：10月 31日（木） 

（注意）午前のみの参加も OK です。締切後、詳細（担当内容など）を連絡します。 

 

●放課後等デイサービスころりん（市民団体等≪NPO 法人≫） 

日 程：放課後（学校終了～17：00）、長期休暇等（夏休み、冬休み、振替休日の 9：00～17：

00）※短時間可 

会 場：放課後等デイサービスころりん（藤枝市音羽町 5-3-17） 

内 容：デイサービスに通う障害児の支援 

    ①障害児の日常の支援 ②音楽ボランティア、趣味を生かしたボランティア等 

定 員：①1～2名（長期休暇は 10名程度） ②団体、個人問わず。日程応相談。 

担 当：NPO 法人障害者生活支援センターおのころ島 放課後等デイサービスころりん 

℡：054-631-5654 

申込期限：随時 

（注意）子どもが好きな方歓迎。動きやすい服装でお越しください。 

 

●ふじえだプレイパーク 

日 程： 10月 19日（土） 

全日程 10：00～15：00（時間は応相談） 

会 場：藤枝総合運動公園第二駐車場付近 

内 容：自然の中で子どもが自由に遊ぶ機会を提供する「ふじえだプレイパーク」でのボランテ

ィア（会場準備、参加受付、イベント補助・見守り等） 

定 員：5名程度 

担 当：教育政策課 

℡：054-643-3271 

申込期間：各実施日の前日まで 

（注意）雨天や河川増水等危険な場合は中止します。 

 



●買い物支援ボランティア 

日時、場所：随時（配達日は木・土） 

内 容：中山間地域（瀬戸谷、葉梨、岡部）にお住まいで、買物に困っている方の買い物代行 

    ※利用者から依頼があった場合、日程調整の上活動していただきます。 

担 当：市民活動団体支援課 

℡：054-643-3274 

申込期間：随時 

（注意）ご自身の自家用車（自動車保険加入必須）で活動をお願いします。ガソリン代相当の謝

礼（数百円程度）をお支払します。 

 

●運転ボランティア 

日時、場所：随時、希望者及びボランティアの都合による 

内 容：藤枝市社協で行っている福祉車両の貸出に際し、利用希望者が運転手を確保できない場

合などに、運転を代行していただきます。オートマチック車の運転、リフト・スロープ操作。 

その他：概ね 75歳までの運転に自信があり、運転免許取得後 1年以上経過している方を募集し

ます。また、簡単な講習があります（リフト・スロープの操作方法等）。 

担 当：（福）藤枝市社会福祉協議会在宅福祉センター 

〒426-0075 瀬戸新屋 83-6 ℡：054-643-3573 FAX：054-643-3544 申込期間：随時 

 

●生活サポートサービスキー坊大縁隊 

日時、場所：随時、利用者及びボランティアの都合による 

内 容：日常生活のちょっとした困りごとを、住民相互の助け合いでサポートする会員制事業 

その他：活動費は、1時間 400円（実働時間）、ごみ出し 1回 200円です。利用者から依頼のあ

った日時で、可能な時に活動していただきます。 

担 当：（福）藤枝市社会福祉協議会在宅福祉センター 

〒426-0075 瀬戸新屋 83-6 ℡：054-643-3573 FAX：054-643-3544 申込期間：随時 

 

●「西益津いきいきランド」運営スタッフ 

日 時：毎週火曜日・木曜日 9：00～正午 

場 所：西益津地区交流センター 

内 容：遊び道具、飲食類の準備と片付け、参加者の話し相手など 

その他：開設時間内であれば、曜日・時間は自由にお手伝いできます。 

    高齢者から子供まで、地域の人たちと楽しい時間を過ごす居心地のいい居場所です。 

担 当：西益津地区交流センター 

問合せ：054-641-8862 

 



●学習支援教室「亀城子屋」ボランティア 

日 時：毎週土曜日 18：30～20：00 

場 所：西益津地区交流センター 

内 容：中学生にマンツーマンで教える、教室の運営スタッフなど 

その他：参加は、毎週でなくとも結構です。 

    ボランティアの大学生等が、中学生を対象に学校の宿題や授業でわからないところをマ

ンツーマンで教えています。※高校生以上の方を募集 

担 当：西益津地区交流センター 

問合せ：054-641-8862 

 

●駅南図書館での返本作業及び書架整理 

日 時：通年（休館日である月曜日（なお、月曜日が祝日の場合は翌日）・年末年始・蔵書点検

期間以外。） 

担 当：図書課（駅南図書館） 

問合せ：054-636-4800 

申込期間：随時 

 

その他詳しい情報などは、ホームページをご覧ください。 

URL： 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/bunka/shiminkatsudo/volunteer/10590.html 

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━ 

今号もお読みいただきありがとうございました。 

千葉での台風 15号の被害は、連日の報道のとおり甚大なものとなっていますね。 

災害ボランティアも、全国から駆け付けて活動をしてくださっているようです。 

一方で、求められる支援は「家屋の屋根へのブルーシート張り」が多いよう。 

作業のためには屋根に登る必要があり、危険も伴います。（ボランティアではないものの）

既に屋根からの落下事故の発生も少なくないようです。 

しかし、このような専門的なスキルが必要な「ブルーシート張り」のニーズが高いと言っ

ても、一般のボランティアを求めていないわけではありません。 

屋内の片付けや飛散物の撤去、災害ごみの運び出しなどを求める声も少なくありません。 

まだまだ、被災地では支援を求めています。 

皆さんの活動をお待ちしています。 

 

／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼ 

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/bunka/shiminkatsudo/volunteer/10590.html


【メルマガ『Fボラ』】 

 

発行開始日：平成 28年 9月 20日 

 

①ご意見・ご感想・載せてほしい情報などがあれば 

ぜひお寄せください。 

E-mail：siminkatsudo@city.fujieda.shizuoka.jp 

②バックナンバーをホームページにて公開しています。 

 

------------------------------------------------ 

 

【発行元】 

藤枝市 市民活動団体支援課 

〒426-8722  藤枝市岡出山 1丁目 11番 1号 

藤枝市役所東館 4階 

TEL:054-643-3274  FAX:054-643-3327 

E-mail:siminkatsudo@city.fujieda.shizuoka.jp 

HP:http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ 
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