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酒田市ボランティアセンターと酒田市公益活動支援センターが１つになり、

「酒田市ボランティア・公益活動センター」になりました！！
新センターは、酒田市が「交流ひろば」内に設置し、酒田市社

事務局 酒田市交流ひろば１Ｆ

会福祉協議会が運営を受託しています。
２つのセンターを１つにすることで、これまで以上に市と市社
協の一体性を高め、ボランティア・公益活動のいっそうの振興を
図っていきます。また、新センターは、中間支援の役割にとどま
らず、ボランティアをはじめとする公益活動を創出する役割も担
っていきます。

酒田市ボランティア・公益活動センター
場所／酒田市中町三丁目４－５（交流ひろば内）
電話 43-8165
FAX 26-5617
メール volunteer@sakata-shakyo.or.jp
※電話・窓口 平日 8:30～17:15

夏のボランティア体験は、メニューの中からあなたの好きなものを
選んで体験できます。対象は、中学生～大人まで。（学習会メニュー
は、小学５・６年生から参加できます）
「機会があったらボランティアをしてみたい」、「この夏新しいこ
とをしてみたい」、「ちょっと試しにやってみようかな♪」
という皆さま、ぜひご参加ください(^O^)
写真は、去年の
体験の様子です。

平成 30 年度 酒田市公益活動支援補助金 採択事業一覧
5 月 12 日（土）13：30 から地域福祉センターにて
「酒田市公益活動支援補助金第２次審査会（公開プレゼ
ンテーション）」を行い、１次審査を通過した９団体が、
酒田市をより良くしたい、元気にしたいという想いやア
イディアを発表しました。
発表団体は、事業内容を写真や図にまとめたり、動画
を作成し事業を PR するなど、思い思いにアピールして
いました。
審査の結果、補助金採択事業は、下記 9 事業に決定しま
した。
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海水浴場の開設期に、海水浴場・その周辺で
様々なテーマを取り入れた「みやうみ海岸海ま
宮海地域おこし企 第３回「みやうみ つり」を開催。
画提案活動組織
海岸海まつり」
親しみやすく、老若男女が「身近に海辺とふれ
あい、それぞれの新発見」ができる機会を提供
し、酒田の観光振興につなげる。
一人暮らしの高齢者・高齢者世帯の皆様に提供
可愛いミニ絆盆
する「絆盆栽」を楽しみながら作る。
絆盆栽を愛する会
栽作りと提供
また、「絆盆栽」の苗木の交換等の維持管理を
「絆の家」で行う。

プロレス愛志隊

酒田の子供たち自身が自らの身を守るため知
愛志隊・キッズプ
識を学び行動できるような青少年育成として、
ロジェクト with
事件にまきこまれないための防犯教室、プロレ
みちのくプロレ
スラーに学ぶ体力向上教室、みちのくプロレス
ス
ラーによる模範試合を行う。

Organize Back
Country

えみし祭

現在の若者は自然離れが進んでいる。
えみし祭を通して、県内外の方々にも地元の自
然の素晴らしさや楽しさを発見するきっかけ
をつくる。

酒田吹奏楽団

山形交響楽団員
による酒田飽海
地区高校生管楽
器上達講習

酒田市内の高校吹奏楽部の技術向上を図るた
めの管楽器講習会。
県内のプロ楽団である「山形交響楽団」より金
管奏者・木管奏者を指導者として招き、奏法や
基礎トレーニングの方法を学び、技術や音楽表
現の向上を図る。

DO IT 2018 DO IT 実行委員会 YAMAGATA
MUSIC FES.

地元の若者たちによる手作り感あふれる音楽
フェスティバルを行う。
人口減少が懸念される酒田において、地元から
も全国各地からも憧れられるイベントを制作
し、地方からカルチャーを発信していくスタイ
ルの目標としてみてもらえる存在となること
が目的。

次ページへ続く→

歌声ランドさかた

トラウベの会

へらへらでゅう会

賑わいの街づく
りに歌声活動実
施

高齢者施設・病院・にぎわい健康プラザ等で
人々が明るく元気に過ごせるよう、歌声活動を
中心に歌声ランド・楽器演奏での訪問活動を継
続し、高齢化時代を大切にする。

家族とお産の写
真展＆講演会

少子化に伴い、身近ではなくなってしまったお
産の写真を、小中高生、女性やパートナー、経
験者等たくさんの方々にご覧いただき、お産に
ついて、命について、子育てについて、講演会
を開催して、学び合う。伝え合う。

雪かき道場 in
酒田市日向

中山間地域の除雪の担い手不足解消のための
即戦力となるボランティアを育成し、除雪作業
時の安全な作業や雪下ろしの方法を習得。
活動を通して、地域コミュニティの維持や交流
人口の増加に寄与する。

中間報告！

5 月 19 日（土）酒田市中央公園にて「愛
志隊・キッズプロジェクト with みちのくプ
ロレス」として、現役プロレスラーによる体
力づくり教室、防犯教室が開催されました。
「防犯教室」では、宮城県気仙沼出身のプ
ロレスラー気仙沼二郎氏が講師を務め、不審
者に背後から抱きすくめられ時、抜け出すに
はどうすればいいのか、簡単な方法を子ども
たちに教えました。
「一番大切なことは、大きな声を出して逃
げること」参加した子どもたちは、講師の言
葉に真剣に耳を傾けていました。

体力づくり教室
防犯教室

事業告知！

「身近に海辺とふれあい、それぞれの新発見」
ができる機会を提供し、酒田の観光振興につ
なげるために、様々な事業を実施します。
★7/13（金）オープニングセレモニー
★7/16（月）地引網体験、
庄内の漁法・地魚の学習講座
★7/22（日）熱戦！水中綱引き大会
★7/28（土）酒田エネルギーツアーズ
★8/11（土）みやうみビーチ音楽祭
★7/14～8/14 風車塔ライトアップ
（毎週土曜日・お盆休み期間 19:30～20:30）
★申込み・お問い合せ先
（事務局：阿彦）090-4880-6697

酒田市ボランティア・公益活動センターでは、採択された事業に関する情報をおたよりや
ホームページなどで随時お知らせしていきます。
イベントやボランティアの募集の際には、ぜひご参加ください(^O^)／

平成 30 年度 飛島ボランティア活動支援補助金申請を受け付けています！！
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！
★対象 ボランティアを計画的に実施する２人以上の団体・グループ
★対象活動 草刈り活動、農地保全・向上活動、高齢者または障がい者を支援する活動、自然林の下
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です。
★助成額 飛島定期船の旅客運賃相当額
＊乗船料金（往復）は、大人（中学生以上）4,200 円、子ども（小学生、幼児）2,100 円です。

★お問い合わせ、申請書の提出先
酒田市ボランティア・公益活動センター（交流ひろば内 ※１面参照）
※申請書はボランティア・公益活動センターにあるほか、
酒田市または当センターのホームページからダウンロードすることもできます。

酒田ファームステイ受入家庭 募集！
東京都の田園調布学園中等部２年生が、農村
生活体験のため本市を訪れます。生徒の民泊の
受け入れにご協力いただける家庭を募集してい
ます。農家以外のご家庭も大歓迎です。
★日程：８月 24 日（金）夕方～27 日（月）朝
３泊４日
★人数：１家庭原則３名
★謝礼：１人の受け入れにつき１６，５００円
★申込み・お問い合せ先
酒田ファームステイ実行委員会事務局
市役所農政課内 TEL:２６－５７９２
★申し込みは６月１５日（金）まで
（応募多数の場合は早めに締め切ります）

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^)

「傾聴ボランティア」募集中です！
傾聴ボランティアは「お話し相手」のボラン
ティアです。
自宅でひとり暮らしをしている方や施設等を
訪問し、相手が話したいこと、聞いてほしいこ
とに対して丁寧に耳を傾けていただける個人ボ
ランティアを募集しています。資格は不問です。
興味のある方下記までお問い合わせください。
★申込み・お問い合せ先
酒田市ボランティア・公益活動センター
（交流ひろば内 ※１面参照）
『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・
酒田市社協・社協支部 ほか市内の施設や店舗など

Ｈ30 年度のボランティア・公益活動センタースタッフです
センター長 長尾 和浩
（ながお かずひろ）
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まちづくり推進課長
兼センター長となり
ました。昨年の夏ボ
ラでは、スペシャル
オリンピックスに参
加。競技に熱心に取
り組んだり、楽しん
でいる姿に自然と笑
顔がこぼれます(^○^)

藤井 淳子
（ふじい じゅんこ）

金内 早苗
（かなうち さなえ）

担当３年目です。た
くさんの方々との出
会い、つながりを大
切に、今年度も取り
組んでまいります。
「夏ボラ」等、多く
の活動体験予定で
す。お気軽に声をか
けてくださいね！

担当 2 年目です。今
年は、勤務先が社協
本部から交流ひろば
に変わり、忙しい
日々を過ごしていま
すが、時間を見つけ
ては皆さんの活動を
見に行き、情報発信
に努めていきます♪

高谷 美穂
（たかや みほ）
４月から担当になり
ました。研修会に参
加させていただいた
り、いろいろな方と
触れ合ったりしなが
ら、毎日が新鮮！「夏
ボラ」も楽しみです。
どうぞよろしくお願
いします。

