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あなたのボランティア魂に灯をつけた!

かもしれない!?

夏のボランティア体験「はじまりの会」を行いました♪
今年で５年目の開催となった夏のボランティア体験
（以下夏ボラ体験）は、過去最多の 83 名から申込い
ただきました。
7 月 14 日（土）地域福祉センターにて、参加者向
けの事前説明会「はじまりの会」を行いＮＰＯぼらん
たすの栗原穂子（すいこ）さんを講師に招き、
「ボラン
ティア活動の心がまえ」について講話いただきました。
参加者からは、
「常に謙虚な気持ちで周りの人のことを考え
て楽しくボランティアに参加しようと思った。」「自分だけで
なく、他のボランティア活動をする人と交流もできてよかっ
た。」「高校生の参加が多いことに驚いたと同時に、酒田の子
供たちがたのもしく思えた。」などの言葉が聞かれました。
これからみなさんは、それぞれが選んだボランティア活動
を行っていきます。活動の様子は、２面にてご覧ください！！

平成３０年度第６２回酒田市民芸術祭参加事業として、酒田市
初の障がい者アート作品展を開催いたします。障がいのあるなし
に関わらず、多彩なアートを一緒にお楽しみください。

日時：９月７日（金）～９日（日）
１０：００～１７：００
※９月９日のみ１５：００まで

場所：酒田市民会館
「希望ホール」3 階 小ホール

あなたのボランティア魂に灯をつけた! かもしれない!?

夏ボランティア体験事業

中間報告！！

夏ボラ ちょこっと報告 (^O^)／

7/28 ライフケア黒森

7/31 北新橋保育園

みなさんが実際に体験している様子
を写真で「ちょこっと」ご紹介しま
す！

8/6 児童センター

8/2 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰいずみ

楽しそうにボラ
ンティア活動を
しているね♪

8/5 山王森の緑を育てる会

8/2 パワーリハデイサービス

夏ボラ番外編
学習会を行いました(^O^)／
実践型学習会 7/21、7/28
「方言カルタ大会をやってみよう」
実践型学習会「方言カ
ル タ大会 をやって みよ
う」を開催しました。
第１回で酒田方言あそ
び 研究会 齋藤健 太郎
氏 から方 言につい て 学
び、第２回では、小学生を招いて「方言カルタ
ぞ
大会」の運営をおこないました。
学習会参加者からは「酒田の中でも、地域に
よって方言がさまざまあることがわかった」、
「小学生たちが仲良くできるよう工夫しなが
ら進めることができて良か
ら
った」などの声が聞かれまし
た。本学習会は、改めて方言
の魅力に触れるよい機会に
なったようです。

8/1

光風園

「酒田方言あそび研究会」とは・・・
酒田方言あそび研究会では、地域の歴史・
文化が詰まった財産「酒田方言」の魅力を語
り継ぐ活動を行っています。
酒田方言を、言葉だけでなく音・地域など
多角的に収集する「酒田方言データベース」
の運営を行っています。
「酒田方言データベース」は、インターネ
ットを見られる方であれば、どなたでも酒田
方言（文字、音声、画像など）を投稿できる
ようになっています。
インターネットを見ら
れない方でも、ＦＡＸ用
紙に記入し方言を登録す
ることができます。あな
たの知っている言葉をぜ
ひ投稿してみませんか。
★酒田方言あそび研究会
http://sakata-hogen.com
★お問い合わせ先：
酒田方言あそび研究会
ＴＥＬ：０２３４－２２－４４７７
メール：sakatakaruta@yahoo.co.jp

★「地引網体験」と「庄内の漁法・地魚の学習講座」を７

月１６日（月）に開催しました。約２００名で網を引きま
した。網を仕掛けてくれたのは、地元の漁師の高橋充治さ
ん。子供たちは水面から魚の顔がみえると歓声をあげ、魚
に手を触れては大興奮。かかった魚は、ヒラメやコハダ、
シタビラメ、カニなど５０匹。そのあと、県水産試験場の
高澤俊秀氏を講師に迎え、漁法・地魚の学習講座を開催。
子供たちは、この体験で魚と海に関心を持ち、何かしらたくましくなったような気がしました。
★7 月２２日（日）
、8 チーム 40 名の参加者が集い、
「水中綱引き大会」を開催。参加チームは、
ファミリー混成チーム、職場チーム、友人チームなど。水深 70 センチの場所で熱戦が繰り広げ
られました。踏ん張った足の甲は海底にくい込み、冷やっとした砂を肌で感じつつ勝利を目指し
て力一杯に綱を引っ張る姿は、海の戦場そのもの。優勝したのは、市の職員チームでした。

はじける。つながる。ひろがる。

ボランティアを「つなげる」お手伝いやっています。

チアダンスのインストラクターをされてい
る粕谷さんから、
「障がい者施設でチアダンス
のボランティアを受入れてくれる所はありま
すか」と、ご相談を受けました。
関係施設に問い合わせたところ、光風園さ
んよりボランティアの受入れをご快諾いただ
き、８月１日に訪問しました。
当日は、簡単な手や顔の体操で体をほぐし
た後、チアダンスの基礎知識である腕のポー
ズの名称について、実演しながら解説。
最後に、ポンポンをくばり音楽に合わせて、
みんなで踊りを楽しみ
ました。
粕谷さんは、今後も施
設の方と相談の上、チア
ダンスのボランティア
を続ける予定です。

コンフォート樫の
木さんより、
「七夕コ
ンサートで演奏をし
てくれるところはあ
りませんか」とのご
相談がありました。
センター登録団体の S JAM さんが引き受け
てくださり、７月６日にコンサートが開催され
ました。「たなばたさま」「糸」「ふるさと」な
どの８曲を、テナーサックスと電子ピアノで演
奏。利用者のみなさんのそばに歩みよってのサ
ックス演奏もあり、みなさんも、歌ったり、リ
ズムを取ったり、手拍子をしたりしながら楽し
まれていました。「何ていう曲？」という問い
かけへのやりとりがあったり、拍手とともに男
性の歓声があがることもあったりと、終始温か
い雰囲気でした。

「庄内地区手話交流会」のお知らせ！

「チームはちまき」では、西日本豪雨被災
地へ送る古タオルの募集を行いました。
短い期間ではありましたが、
酒田市福祉協
議会も古タオルの受付を行い、7 月 17 日
「チームはちまき」
長谷部さんへ集まった古
タオルをお渡ししました。
里仁館の佐藤先生はじめ、お届けくださっ
た沢山の方々に感謝申し上げます。
また送付に掛かる費用

手話を学習中の皆さん、または手話に興味を
お持ちの皆さんとろう者との交流を目的に、庄
内地区で手話交流会を開催します。
参加費無料、手話が全くわからなくてもＯＫ
ゲーム、クイズなどで楽しみましょう。
★期日：９月９日（日）
★時間：13 時～15 時（受付 １２時３０分～）
★場所：酒田市総合文化センター
コミュニティルーム体育室 3 階
★〆切：8 月 25 日（土）※当日参加も可能
★申込み・問合せ先
一社)山形県聴覚障害者協会庄内支部事務局
ＦＡＸ：0234-23-4560
ＴＥＬ：023-615-3582(県聴覚障害者協会）

もご支援いただき、合わ

「かめのり賞」募集のお知らせ！

せて 15,166 円集まりま

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心
URL：http://www.kamenori.jp/
とした人材育成に草の根で貢献し、今後の活動
が期待される個人または団体を顕彰します。
★応募方法：所定の応募用紙・推薦書等を郵送
★内容：
［かめのり大賞］
［かめのりさきがけ賞］
それぞれに記念の楯と活動奨励金を贈呈
★発表：12 月中旬 ★表彰式：1 月 11 日（金）
★〆切：９月 21 日（金）必着
★申込み・問合せ先
公益財団法人かめのり財団「かめのり賞」係
TEL：03-3234-1694
URL：http://www.kamenori.jp/

した。
ご賛同いただきました皆さまありがとう
ございました。

第 1 回「おとなにとってもこどもにとって
も安全で、安心な保育環境を考える研修会
in Sakata」のお知らせ！
あるべき、そして目指すべき保育環境を一緒
に考えていきましょう。参加費無料です。
★日時：９月５日（水）１８時～２０時
★会場：東北公益文科大学 公益ホール
★講師：猪熊弘子氏×井上寿氏×木村歩美氏
★申込み：できるだけ事前にメールか FAX で
※当日の飛び入り参加も可能
★申込み・問合せ先
中平田保育園 近藤
TEL・FAX：0234-22-9627
メール：qqer8ez9k@oboe.ocn.ne.jp
『酒田市ボランティア・公益活動センターだより』は
こちら↓に置かせていただいています。
市役所・市役所支所・交流ひろば・文化センター・産業
会館・親子スポーツ会館・武道館・東北公益文科大学・
酒田看護専門学校・産業技術短大庄内校・ファミリーマ
ート本間美術館前店・ローソン酒田北新橋店・みずほ八
文字屋・ドトールコーヒーショップエッソ酒田店・モス
バーガー酒田南店・庄内障害者就業・生活支援センタ
ー・にこっと広場・ヤマト運輸八幡センター・ヤマト運
輸京田センター・山茶花・仏壇のさとう・フルーツデリ
にしむら・カフェ＆ジェラートモアレ・ギャラリー喫茶
フレンド・マリーン５清水屋・シニア雇用創造協議会・
酒田市社協・社協支部 ほか市内の施設や店舗など

QR コードで簡単アドレス登録！
ボランティア・市民活動についての情報を
メールで送信しています（不定期）
。

ご希望の方はお名
前と、件名に「メー
ル希望」と記入して
メール送信してく
ださい(^O^)

ス
タ
ッ
フ
よ
り

８月５日猛烈な雨。私の家の窓から外を見る
と、道路がまるで川に。あと少し降り続いた
ら、家の中に水が入り込むところでした。慌
てず、落ち着いて行動できるよう、日ごろの
備えの大切さを実感しました。
（藤井）
今年も夏ボラで「山王森の緑を育てる会」に
参加しました。清掃活動に汗を流し、また交
流も楽しめ、とても楽しい時間でした。会の
活動のお蔭で、綺麗な景観を保てているんだ
なぁと感じました。感謝の一言です。
（金内）
「コンフォート樫の木」さんの「七夕コンサ
ート」にお邪魔してきました。利用者さんに
寄り添う「S JAM」さんの優しい演奏や、
みなさんとのあたたかい交流にほっこり。素
敵な時間をありがとうございました。
（高谷）

