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酒田市中町三丁目 4-5（交流ひろば内）

FAX:26-5617

E-mail：volunteer@sakata-shakyo.or.jp

＊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。

より多くの人がボランティアコーディネーションの視点や手法
を身につけ、地域社会や多様な組織、いろいろな場面において力を
発揮できるようになることを目的とする「ボランティアコーディネ
ーション力 3 級検定」が、9 月 8 日（土）東北公益文科大学酒田
キャンパスで行われました。本センターの職員 2 名も、事前学習
会と直前研修・検定試験を受け、コーディネーターの役割と実情に
ついて学びました。
ボランティアコーディネーション力は、私たちが暮らす社会のあ
らゆる場面で求められています。自治会、民生委員、コミュニティ
振興会などの地域コミュニ
ティに関わっている方も、そ
れらに関心のある方も、ぜひ
受講・受験してみませんか。
次年度の実施については、
決まり次第お知らせします。

受講＆受験者の声
ボランティアコーディネ
ーション力は自分の仕事
に関係があるのだろうか
と疑問に思っていた。こ
の勉強をして、仕事はも
ちろん、様々な人とのか
かわり、そして地域づく
りの中でも必要とされる
力なのだと実感した。
職場や身近な人にもぜひ
受験してもらい、様々な
立場の人たちと同じフィ
ールドで話し合える仲間
を増やしたい。

平成 30 年度手話教室
ステップアップ講座閉講式を行いました！
6 月 1 日から全 20 回の講座として始まった「手話教室ステップアップ講座」が、11 月
2 日（金）に閉校式を迎えました。
この講座は、初心者向けの手話奉仕員養成講座を修了した方などが勉強する場として平成
25 年から始まり、今年で 6 年目。閉講式では、
「新しい手話を覚えるのは楽しい。これから
も勉強をつづけ、ろう者と交流をしていきたい」など受講生から感想をいただきました。
また、酒田市福祉課より聴覚障がい者が事業所の窓口などに行く際に手
話通訳を行う「手話奉仕員派遣事業」について説明いただき、奉仕員登
録の呼びかけを行いました。
奉仕員として登録する方が増えることを期待しています！
※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

歌声ランドさ
かたは、音楽が鳴
り響く賑わいの
街さかたをめざ
したいとの考え
で、演奏活動を行
っています。
９月２４日（月）
、中町にぎわい健康プラ
ザで演奏が始まると、音楽に惹かれて親子
連れやご夫婦などが会場に入り、マリンバ、
フルート、リコーダー、ギターなどの演奏
を楽しみました。演奏曲は、十五夜にちな
んだ「月がとっても青いから」
「星に願いを」
など１７曲。来場者みんなで「荒城の月」
「野
に咲く花のように」を歌ったりと、和やか
な演奏会でした。次回は１１月に開催する
予定です。どうぞお楽しみに！

トラウベの会は、身近ではなくなってしま
ったお産の写真をたくさんの方々にご覧い
ただき、学び・伝え合いたいとの考えで、
「つ
ながる Birth 写真展」を 10 月 13 日（土）
から 2 日間開催しました。
2 日目には、矢島助産院院長の矢島床子氏
による講演会も行いました。演題は「ようこ
そお産の世界へ ～5000 の命を取り上げ
た助産師の話～」。助産院での出産の様子も
紹介し、「生まれるってすごいこと。産む達
成感を伝えた
い。自分を大切
に、自分らしく
生き続けて。」
と、来場者へ語
りかけていま
した。

１０月２０日（土）
日向コミュニティセ
ンターにて共助除雪
シンポジウム「雪かき
で地域が育つか？」が
開催されました。
シンポジウムは、全３部構成。第 1 部は、
へらへらでゅう会主催による「共助除雪で
地域づくり」の進め方について講演が行わ
れました。参加者は、雪害救済運動を始め
た松岡先生（山形出身）の功績や今と昔の
雪かきの現状の違いなどについて勉強した
あと、
「雪かき道場」の流れについて説明を
受けました。
「雪かき道場」は来年 2 月開催を予定し
ています。詳細は、次号でお知らせしま
す！！お楽しみに(^O^)／

１０月２１日（日）、酒田光陵高校にて、
酒田飽海地区の高校生を対象に、管楽器上達
講座（基礎講座）が開催されました。講師に
郷津隆幸氏<クラリネット>（山形交響楽団員
ＯＢ）、小野寺高政氏<トランペット>（陸上
自衛隊 音楽隊員）をお招きし、日常練習に
おける課題の解決、基礎力の向上に重点を置
いた講習を実施。受講生２３名（酒田東高校、
西高校、光陵高校、南高校生）は、皆熱心に
学んでいました。３月には発展講座の開催を
予定しています。トップレベルの奏者による
指導
指導を通じて、技
術や音楽表現の向
上を図り、地域音
楽文化の発展につ
ながることを期待
しています♪

酒田市ボランティア・公益活動センターでは、登録団体(会員)同士の情報交換、ネッ
トワークづくりをサポートしています。
ボランティア・公益活動に団体・個人会員登録していただくと、団体(会員)の活動を
ホームページ等で紹介するなどの特典（詳しくは下記参照）があります。ぜひ、ご登録
ください。※登録要件等につきましては、直接当センターへお問い合わせください。

交流ひろば利用（※２人以上会員がいる団体に限る）
登録団体の方は、交流ひろば利用で次の特典があります。
室

名

室数

２階 市民活動・交流室

6室

２階 研修室

1室

定員

使用料

冷暖房料

書面申込

各室 6 人

無料

無料

不要

有料

必要

30 人 無料（要減免申請）

・使用の際は、予約が必要です。３か月前より予約を受け付けます。
・開設時間は、月～土が 9 時～21 時 30 分、日・祝日が 9 時～17 時です。
・交流ひろばの利用者は、隣接の中町サンタウンパーキングが無料で利用出来
ます。１階事務所に駐車券を持参ください。

ボランティア・公益活動に関する各種情報をお知らせ
各種助成制度、講座案内などの情報を随時お知らせします。

ボランティア・公益活動の情報発信のサポート
センターのホームページ、情報掲示板、メール(登録制)での情報発信をサポートして
います。イベント等の情報がありましたら、お知らせください。

あなたのボランティア・公益活動を紹介します
ブックレット簡易版作成にご協力ください！
登録団体の活動紹介を掲載したブックレットの簡易版を作成します。
昨年度掲載団体で、連絡先や担当者など変更があった場合は、酒田市
ボランティア・公益活動センターまでご連絡ください！

活動
団体名
分野

連絡担当名

TEL

FAX

メール・HP・
Facebook

活動概要

完成版は
A3 中折の
予定です。

メンバー募集
の有無

※ご連絡がない場合は、29 年度版の掲載内容で引き続き掲載させていただきます。

●問合せ・登録先
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） FAX 26-5617
メール volunteer@sakata-shakyo.or.jp

ボランティアセンター・公益活動支援センター

共催事業

酒田の公益活動を推進するための研修会

開催予告！

活動資金である助成金の周知と申請手続き等を学ぶことで、NPO、ボランティア団体の
活動がより活発になることを目的として開催するものです。
資金獲得にお悩みの方、助成金について聞きたい方はぜひご参加ください！
どなたでも参加できま
●日時：平成 30 年１２月 6 日（木）13：30～
す！ボランティア・公益活
●場所：酒田市地域福祉センター 大会議室
動支援センターに登録し
ていない団体も OK！
●内容：べに花基金、荘内銀行ふるさと創造基金、
赤い羽根共同募金など
＊詳細については、当センターホームページ等で詳しくお伝えします。

満福市（まんぷくいち）
にいだ開催のお知らせ！

赤い羽根 共同募金 応援
クリスマスコンサートのお知らせ！
「赤い羽根共同募金を応援するための
クリスマスコンサート」を開催いたします。
今年は、マジックショーなどの活動をしている『Mr.
マソック』さん、フォークグループ『酔奏楽部』さん、
オカリナとエレクトーンの女性ユニット『ルリアー
ル』さんをお招きします。
ご家族やお友達を誘って、ぜひ、おいでください！
＊チケット代は全て赤い羽根共同募金となります。
★日時：12 月８日（土）13：00～15：30
★場所：地域福祉センター（新橋 2-1-19）
★チケット：一般 1,000 円 高校生・大学生 500 円
（中学生以下無料）
★問合せ、チケット取扱い：酒田市社会福祉協議会
電話 23-5765 FAX 24-6299

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^)
『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・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

小規模作業所などが作る市内
で評判のお菓子やお弁当、パン
などを月替わりで販売します。時間内であ
れば、どなたでも買うことが出来ます。
※出店作業所や販売予定品目は変更に
なる場合があります。
★販売日：11 月 28 日、12 月 26 日
1 月 23 日、2 月 27 日
3 月 27 日（毎月 第４水曜日）
★時間：午前 11 時～12 時頃まで
★会場：地域福祉センター
（新橋 2-1-19）
正面玄関を入った廊下
★出展作業所：
すまいるらんど、たぶの木、あずま
★販売予定品目：
お弁当、総菜、パン、シフォンケーキ、
クッキーなど
★問合せ：酒田市社会福祉協議会
地域包括支援センターにいだ
(渡部・五十嵐 )
電話 22-2640
ハロウィンが終わった途端、街はすっかりク
リスマスムードに♪お店にはキラキラと輝
くツリーやサンタ、パーティーグッズがたく
さん並び、華やかです。秋から冬へ、一気に
進むような気がします。
（藤井）
今年も赤い羽根共同募金の季節になりまし
た。交流ひろばに設置された募金箱に、遊び
に来てくれた子どもたちが、そっと募金して
くれる姿をみると、ほっこり心癒されていま
す。みなさんの温かい心に感謝です。
（金内）
カーオーディオが壊れて好きな音楽が聴け
ず…突然復活したラジオでなんとかしのぎ
…と思っていたら、結構いい情報を得ること
ができました。地域情報、人生訓、忘れかけ
ていた懐かしい歌。ラジオもいいな。
（高谷）

