
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●発行：酒田市ボランティア・公益活動センター（ボラポートさかた）酒田市中町三丁目 4-5 交流ひろば内 

TEL:43-8165（平日 8：30～17：15）  FAX:26-5617 E-mail：volunteer@sakata-shakyo.or.jp 

＊「ボラポートさかた」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。 

 

No.7７ 
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新型コロナウイルス感染拡大防止、学校の夏休み期間短縮などをふまえ、毎年恒例の「夏ボラ」

は、内容や実施期間を変更し「秋ボラ」として開催することになりました。「機会があったらボラ

ンティアをしてみたい」「新しいことをしてみたい」「ちょっと試しにやってみようかな♪」という

皆さん、ぜひご参加ください(^O^)  

 

 

手話は、耳のきこえない「ろう」の方たちなどが、手や指を使って会話

をする言語です。 

 手話での簡単なあいさつや自己紹介などを教わって、ろうの方たちとコ

ミュニケーションをしてみませんか。 

●日時：7/26（日）10：00～11：30 

●場所：交流ひろば（中町 3-4-5） 

●対象：小学生～一般 

●内容 ・ろうの方たちとのコミュニケーション 

・手話であいさつ、自己紹介 

●定員：10 名  

●申込み：7/22（水）まで 

ボラポートさかた（上記）へ 

 

  

 

 

 

写真は昨年

の様子です。 

一緒に楽し

く学ぼう♪ 

皆さんの参加を

お待ちしていま

す！ 

８月 
～10月 

実施決定！ 

※体験メニューによって参加できる方、内容は異なります。 
メニュー表は、近日中に ボラポートさかたＨＰ・チラシ等でお知らせします！ 



 

 

 

 

 

 

事業主体 事業名 事業概要 

山形・鳥海山 

すこっぱーず 

津軽すこっぷ三味線

フェス in 山形 

「すこっぷ三味線」フェスティバルを開催し、地域

の活性化、中山間地における交流人口の拡大、レク

レーション活動の提供と生きがいの創出をめざす。 

一般社団法人 

ナカマチラボ 

「酒田のまちにずっ

と住み続ける」ため

の市民講座 

「自身の健康維持」「家族の介護」「まちの活性化」

などをふまえ、シニア層を支える医療・介護事業者・

市民を対象として研修会・交流ミーティングを行う。 

ボランティア団体 

さかた男塾 

防災教室「学ぶジオ

講座」－過去の実例

に学ぶ－ 

新潟地震『忘れられない・忘れてはいけない』56 年

前の恐怖・驚きの庄内地域・酒田市の被災現場を今

に伝え、防災意識を高め、醸成する。 

ＮＰＯ法人元気王国 
中町スポーツ 

フェスティバル 

思いきりスポーツを楽しむイベントを開催。楽し

い！やりたい！スポーツ大好きな酒田の子どもを増

やし、スポーツの継続、体力向上につなげる。 

プロレス愛志隊 
愛志隊・キッズプロ

ジェクト with みち

のくプロレス 

酒田の子供たちが自らの身を守るため知識を学び行

動できるような青少年育成。①防犯教室。②体力向

上教室。③みちのくプロレスラーによる模範試合。 

大沢「大」文字 

まづり実行委員会 

大沢「大」文字 

まづり 

地域振興のために、住民が手作りでお祭りを開催。

『大沢「大」文字』の夜間ライト点灯を鑑賞しなが

ら、音楽・トークや、大沢地区の伝統芸能を楽しむ。 

アートコミュニティ

酒田実行委員会 

ソーシャル 

デザイン講座 

ソーシャルデザインの手法を学び、アートを通じて

社会参加するコミュニティの形成など、障がい者福

祉関係や公益活動団体、学生に学びの場を提供する。 

山形カザフスタン 

友好協会 

カザフスタン 

フェスタ事業 

カザフスタンの文化と魅力を知らしめるイベントを

開催。民間レベルの交流が深まり、将来的に人事交

流や経済交流が活発に行われることをめざす。 

 

  

酒田市をより良くしたい、盛り上げたいという想いをこめた事業計画が寄せられました。合

計１８名の審査員による１次審査・２次審査の結果、補助金採択事業は、下記８事業に決定し

ました。（今年度は、新型コロナ感染症対策として、１次・２次ともに書類審査となりました。） 

※採択された事業に関する情報は、ボラポートさかた通信やホームページなどで 
随時お知らせしていきます。 

各申請団体の２次審査用資料は、市役所本庁舎１F フリースペースでご覧いただけます。 

（７月２７日（月） ～７月３１日（金）） 



 

 

 

 

  

加藤真知子氏をお招きし、子どもの自立を

目指す第４回講演会を開催します。 

★日時：8/2（日） 14：00～16：00  

★場所：酒田市総合文化センター 

★定員：30 名 

保護者、祖父母、保育士、教職員 等 

関心のある方どなたでも 

★参加費：500 円（面談含む）  

★申込方法：氏名、連絡先を明記の上 

メールで申込み 

★申込み・問合せ先：SR 会 

TEL：080-1816-3598（中里） 

メール：zap1113@beige.plala.or.jp 

 

ＳＲ会 講演会 

ボランティア団体活動告知・参加者募集

♪ 

メール・電話による無料相談も 
随時受け付け中です！ 

 上記事務局にご連絡ください。 

東陽コミュニティ振興会 

「経ケ藏山登山道整備」 

ボランティア参加者募集 

「親として 

今だから育みたいこと」 
 

ボランティア団体活動報告・会員募集♪ 

地域の防災力向上をめざします！ 

「酒田防災ネットワーク」設立 

 

経ケ藏山の整備ボ

ランティアを募集し

ます。 

整備後は、安心、安

全が向上することで、

経ケ藏山登山者が増

 

加します。 

★日時：８/23（日）7：00～11：00 

（悪天候の際は期日変更） 

★集合：酒田市北俣 十二滝駐車場 

★内容：標柱設置 9 本 及び 滑落防止用 

ロープ設置（十二滝側登山道） 

★対象：登山経験者で上記作業に従事可能

な方（男女年齢不問・定員 10 名） 

★申込み：東陽コミュニティ振興会 

TEL：0234-54-2292 

各地域の自然環境などに応じた防災訓練や勉強会の開催を手助けし、過去の甚大な自然災

害も紹介しながら啓発活動をして防災意識の高揚をはかります。また、今後の地域の防災活

動を担う若者たちにも呼びかけ、会員を増やしていく予定です。 

地域の防災活動のあり方を学びながら、新しい生活様式に対応した態勢づくり・地域住民

の災害への備えをサポートしませんか。随時、会員を募集しています。 

★問合せ：酒田防災ネットワーク 090-6621-8057（宇佐美会長）  

６月 20 日（日）に、交流ひろばにて「酒田防災

ネットワーク」設立総会が開かれました。このネッ

トワークは、地域住民の防災の取り組みをサポート

することを目的とし、市内の防災士の方々が中心と

なって設立したボランティア団体です。 



市役所・市役所支所・交流ひろば・文化センター・サン

ロク・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 

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^) 

『ボラポートさかた通信』は 
      こちら↓に置かせていただいています。 

ボラポートさかたに異動となり、１か月が経
過しました。まだまだ慣れないことだらけで
すが、笑顔で頑張ります！みなさんお気軽に
交流ひろばのボラポートにお立ち寄りくだ
さいね！お待ちしております！ （寒河江） 

「はい、ボラポートさかた 高谷です」と電
話で愛称を言うのにも慣れました。梅雨が体
調に影響を及ぼすって本当なんだと、デリケ
ートになった（？）自分に驚きつつも、皆さ
んとの再会を励みに頑張ってます♪（高谷） 

ボラポートさかたのスタッフとして、あっと
いう間に 3 ケ月。学ぶことがたくさん！日々
充実しております。毎日梅雨でジメジメして
おりますが、曇り空に負けず気持ちだけは快
晴！を心がけています＼(^O^)／  （鈴木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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）。 

ス
タ
ッ
フ
よ
り 

人や組織の間に新しいつながりを生み出していく力を多くの人が発揮できるように、日

本ボランティアコーディネーター協会が実施しているものです。連携や協働による地域づ

くりを目指すみなさん、受講してみませんか。検定の前に事前研修があります。  
★日時：事前学習会 8/12（水）18：30～20：30  

    直前研修・検定試験 9/12（土）９：30～17：00  

★場所：東北公益文科大学 酒田キャンパス 

★受験料：6,520円（テキスト代を含む） 

★申込み：7/20（月）まで（申込書は交流ひろば、地域福祉センターにもあります） 

★申込み・問合せ先：東北公益文科大学 地域共創センター  

TEL：41-1115 FAX：31-2082 E メール kyoso@koeki-u.ac.jp 

 

ボランティア・公益活動センター 共催事業 

「ボランティアコーディネーション力（りょく）３級検定」のお知らせ 

 
飛島ボランティア活動支援補助金事業 

受付を再開しています！ 

飛島で自主的にボランティア活動を実施する

団体、グループに飛島への定期船の運賃を助成

します。魅力がたっぷり詰まった飛島に行って、

ボランティア活動してみませんか！ 

（乗船時に、検温と健康チェックカードの記入

について、ご協力をお願いします） 

★対象 ２人以上の団体・グループ 

★内容 草刈り活動、島民対象のイベントなど。 

※特定の者の利益となる活動、他の補 

助金等の交付を受けている活動など

は対象外。 

★助成額 飛島定期船の旅客運賃相当額 

★問合せ・申請書の提出先 ボラポートさかた 

（交流ひろば内 ※1 面参照） 

 

 
高齢者疑似体験事業  

ボランティアスタッフ募集のお知らせ！  
市内の小中学生を対象に行う「高齢者疑似体

験事業」をサポートするボランティアスタッフ

を募集しています。この事業は、高齢者疑似体

験セットを装着し、加齢に伴う身体の変化を体

感することで、高齢者への理解を深め、福祉に

ついて考えるきっかけ作りとして 

取り組んでいます。 

チームを組んで活動するので、 

初めての方でも安心して始めら 

れます。 

詳しくは、当センターまで 

お問い合わせください。 
 

★募集人数：２～３名 

★応募資格：本市在住、平日に活動できる方 

★選考方法：書類選考、面接 

★そ の 他：報酬はありませんが、 

交通費相当をお支払いします 

★申込み・問合せ先：ボラポートさかた 

（交流ひろば内 ※1 面参照） 

 


