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＊酒田市ボランティア・公益活動センターは酒田市より酒田市社会福祉協議会が運営を受託しています。

平成 30 年 10 月 9 日(火)

講

演

Ⅰ

午後 1 時開場

午後 1 時 35 分～午後 2 時 20 分

「酒田市を全国のまちづくり・ボランティア
づくりのセンターに」
講師:小松 隆二氏 (初代東北公益文科大学 学長)
慶応義塾大学名誉教授、学校法人白梅学園理事長

団体紹介

午後 2 時 35 分～午後 3 時 05 分

ボランティア・公益活動センター、地域共創センター、庄内地域広げよ
うボランティアの輪連絡会議、高校生ボランティアかざみどり

講

演

Ⅱ

午後 3 時 10 分～午後 4 時 00 分

「人口減少社会におけるボランティア・市民
活動の役割～ボランティア・コーディネーションの
視点から～」
講師:武田真理子氏 (東北公益文科大学 教授)
●お問合わせ
。

酒田市ボランティア・公益活動センター
電話 43-8165 （平日 8：30～17：15） F A X 26-5617
メール volunteer@sakata-shakyo.or.jp

※誠に勝手ながら、１０月９日は上記講演会へ参加の為、交流ひろば内の
当センター窓口は職員不在となります。大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。

主催：酒田市(酒田市ボランティア・公益活動センター)
共催：庄内地域広げようボランティアの輪連絡会議

後援：東北公益文科大学

※ホームページからおたよりのカラー版をご覧いただけます。 酒田市ボラセン
。

で検索

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

報告！！

9 月 15 日（土）夏ボラカフェ「ふりかえりの会」
地域福祉センターにて夏ボラカフェ「ふりかえりの会」を行いまし
た。
ふりかえり会では、夏のボランティア体験でそれぞれ活動したこと
をふりかえりました。
「子どもと遊んでいる時、虫が嫌いなのに子どもが虫を見せにきた
ら、どうしたらいい」「障がいの方とのコミュニケーションの取り方
は」などなど、活動を通して疑問に思ったこと、気になったことを話
し合いました。さまざまな意見を聞くことで、新たな気づきにつなが
ったようです。
夏ボラが終わっても、みなさんのボランティア魂についた灯をとも
し続けていってほしいと思います！
●参加された皆さんからの感想
★普段話すことのできない世代の方た
ちと交流できて、よかったです。
★自分が意外と子どもと接することが
楽しめることに気づきました。
★たくさんの人と協力して一つのこと
を行うのはとてもやりがいのあるも
のだと感じました。
★様々な活動を通してたくさんの事を
学ぶことができました。これからもボ
ランティアに積極的に参加していき
たいです。

●受け入れ団体からの感想
★高校生、大学生の方々がご自分の意見
をしっかり持ち、自分の意思で取り組
める姿勢に強く心打たれ、今後の将来
に安心さえ感じられました。
★利用者さんより目線を低くし、笑顔で
お話をしてくれ、自然な心配りができ
ていました。若い方が来てくださると
皆さん元気がもらえます。
★ボランティア活動は自分で選んで決
めて参加する活動だからこそ、自分自
身にとっての良い経験になると思い
ます。ありがとうございました。

夏ボラ ちょこっと報告２♪

8/10 宮海地域おこし企画
提案活動組織
みやうみビーチ音楽フェス
に向けて会場準備

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！

8/10 ボランティア
連絡協議会
回収した切手の整理。整理した
切手は、海外の子供たちの教育
に役立っています。

8/25 夏の学習会
「盲ろう者と会話をしてみよう」
手のひら書きの体験中。お互い目
が見えない状態での手のひら書
きは、想像以上の難しさ。

絆盆栽を愛する会
では、東日本大震災
被災地の高齢者世帯
へ「絆盆栽」の世話
をしながら、心和む
毎日を楽しんでもら
いたいと、毎年「絆盆栽」を贈呈しています。
6 月 24 日(日)、
「石巻めぐみ野ライオン
ズクラブ」からご協力をいただき、絆盆栽を
愛する会 阿部貢会長より石巻市新立野第 2
町内会へ絆盆栽 51 個を贈呈いたしました。
また、昨年 9 月石巻市下釜第 1 町内会に
贈呈した「絆盆栽」の苗木５個を植替えし、
提供後も末永く楽しんでいただけるよう活
動しました。

酒田市介護保険
課の「しゃんしゃん
元気づくり事業」の
一環として「絆盆栽
を愛する会」の友好
団体である「日本お
笑い学会石巻支部」
の伏見不二雄氏（通称 笑福仙人）が酒田市
滝野沢自治会に現れました！！
当日は、健康寿命の延伸『食と健康とお笑
い』と題し、パワーポイントを使用した色々
な医学データに基づいたユーモアいっぱい
のお話しや体全体を使って大声を出す体験
に、集まった人は腹を抱えて大笑いしまし
た。

「ようこそお産の世界へ」～5000 の命を
取り上げた助産師の話～と題して講演を
行います。
「つながる Birth」～ようこそ
お産の世界へ～写真展
（13・14 日）も同時開催！！
申込み、参加費不要。
ぜひご来場ください。
★日時：10 月 1４日（日）
①13:30～ ②15:00～
★場所：中町交流ひろば(中町三丁目 4-5)
★定員：出入り自由・会場係に従って
★講師：矢島床子（東京国分寺 矢島助産院）
★問合せ先
こた助産所内：トラウベの会事務局
Ｔel 090-3434-6368

書道シンガーソングライター友近８９０
(やっくん)は、たくさんの人に笑顔と元気を
届けたい！という思いで、全国各地の福祉施
設などを訪問しており、
現在日本 7 周目！！
8 月 13 日（月）に酒田にいらっしゃる旨
友近さんから相談をうけ、活動先として「障
がい者支援施設 光風園」さんと「老人保健
施設 明日葉」さんをご紹介しました。
ライブ当日は、歌いながら「こころ」とい
う字に筆を加えていき「響」に変化させる書
道パフォーマンスを披露
し、大きな拍手が送られ
ました。
友近さんは「また、来
年も酒田に来たい。」と笑
顔で話されていました。

９月７日（金）～9 日（日）の３日間、平成３０年度第６２回酒田
市民芸術祭参加事業として「酒田市障がい者アート作品展」を開催。
会場となった市民会館希望ホールの 3 階に展示された３障がい
者(身体、精神、知的)の作品１００点以上が、訪れた人々の目を
本アート展は、平成 30 年 4
月 1 日に施行された酒田市文化芸術
楽しませました。
基本条例と推進計画に基づき、健常者も障がい者も“いっしょに”開
来場者からは、｢予想をこえる作品に驚いた。素晴らしい企画
催するという、まさにソーシャルインクルージョン(社会包摂)を目指
だと思う｣、
「作品に温かさを感じた」、
「拝見する機会がなかった
す取り組みとなっております。
ので、大変良かった。指導の方にも感謝」などの感想を頂きまし
た。今後も継続して開催できるようにしていきたいと思います。
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。
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
NPO 法人いぶき
東北電力地域づくり支援制度
ルをお渡ししました。
「子ども防災キャンプ」参加者募集！
「まちづくり元気塾」のお知らせ
自然の中で災害時の生きる知恵を学ぶ「子
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
地域ニーズに即した専門家「まちづくりパートナ
ども防災キャンプ」を開催します。
ー」を派遣して、個性あふれるまちづくり活動のお
上げます。
★日時：10/20（土）～21（日）
手伝いをいたします。
また送付に掛かる費用もご支援いただき、合わ
★場所：八森自然公園
★支援内容：2019 年 4 月～2020 年 3 月
せて 15,166 円集まりました。
★対象：小学校
4～6 年生（定員 30 名）
1 団体あたり年 3 回（1 泊 2 日×3 回）派遣
★内容：火興し、エコ炊飯、仮設風呂体験、
ご賛同いただきました皆さまありがとうございました。
★応募：所定の派遣申請書にて（１０月３１日必着）
応急手当の手法
★申込み・問合せ先
★参加費：3,000 円
東北電力(株)広報・地域交流部地域共生グループ
（宿泊費、食材費、保険料）
TEL：022-799-6061
★申込み・問合せ先：
http://www.tohoku-epco.co.jp/genki/
ＮＰＯ法人いぶき（小野）
☎080-6048-6541
「赤い羽根共同募金運動」始まります！
メール：ibuki.npo@gmail.com
今年も１０月１日から、赤い羽根共同募金運動
が全国一斉に展開されます。皆様からいただいた
QR コードで簡単アドレス登録！
善意の募金は、高齢者・障がい（児）者・児童・
ボランティア・市民活動についての情報を
母子等の事業やボランティア活動、保育所、社会
メールで送信しています（不定期）
。
福祉施設等へ幅広く助成されています。店舗等の
募金箱のほか、インターネットやスマートフォン、
ご希望の方はお名前と、
件名に「メール希望」と
寄付つき商品、ポイントなどでもご寄付いただけ
記入して送信してくだ
ます。ご協力よろしくお願いいたします。
さい(^O^)
★ https://www.akaihane.or.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

ス
タ
ッ
フ
よ
り

交流ひろばに遊びに来る子どもたちは、元気
いっぱいでかわいいです。まだ赤ちゃんだっ
た子が、歩けるようになった姿を見ると、ま
るで身内のように成長を嬉しく思い、同時に
時の流れの早さを感じます。（藤井）
今年担当となった障がい者アート展（4 面）
もみなさんのご協力のもと無事終了しまし
た！！初めてのことばかりで大変でしたが、
「素晴らしい。また続けて欲しい」と声をか
けて頂き、とてもうれしかったです。
（金内）
夏ボラで、絵手紙ボランティアほほえみ会
へ。心を込めて作成された絵手紙が、ふれあ
い給食とともに多くの方のお手元に届いて
いることに感動。描き方を丁寧に教えて頂
き、絵手紙を作ることができました。
（高谷）

