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●デイサービスセンターいずみ
●中平田保育園
●NPO 法人にこっと
●若竹保育園
●show naight 実行委員会
●生涯学習施設「里仁館」
●介護老人保健施設シェ・モワ
●大道芸サークル路地裏芸人‘S
●心のふるさと新井田川の会
●認定 NPO 法人ひらた里山の会
●楢橋保育園
●仁助新田保育園

●特別養護老人ホーム 芙蓉荘
●デイサービスセンター松山
●デイホーム眺海
●山王森の緑を育てる会
●松山保育園
●福島復興支援「幸せの黄色いひまわり
プロジェクト」
（湯の台温泉鳥海山荘）
●絵手紙ボランティアほほえみ会
●NPO 法人ぼらんたす
●障がい者支援施設 和光園
●デイサービスセンターかたばみ荘
●スペシャルオリンピックス日本・山形
酒田支部

●パワーリハデイサービス酒田
●障がい者支援施設 光風園
●NPO 法人みらいず
●市条保育園
●新堀保育園
●山形県盲ろう者友の会
●特別養護老人ホームサン・シティ
●地域密着型特別養護老人ホーム
サン・シティⅡ
●高校生ボランティアサークル
「かざみどり」
●酒田ボラバスネットワーク

『公益活動支援補助金事業』では、酒田を魅力あるま
ちにするための事業に助成を行っています。
4 月 19 日（土）に公開プレゼンテーションが行われ、
以下の９つの事業が決定しました。
どの事業も、「酒田を活発にしたい！」という思いが
こもっています。
酒田市ボランティアセンターでは、今後も、事業に関
するご案内などをしていきますので、イベントやボラン
ティアの参加募集があったときは、よろしくお願いしま
す。
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公開プレゼンテーションの様子

NPO 法人

市民で造る魚醤づくり

地元で捕れた魚資源を有効的に活用するた

みなと研究会

出前講座

め、
「魚醤」を一般市民が手作りする。

酒田方言あそび 酒田方言の魅力を語り 地域の歴史・文化がつまった「酒田方言」の
研究会

継ぐ

収集＆伝承事業

魅力を語り継ぐため、収集活動などを行う。

知的財産権フォ 新商品開発研究、及び知 知的財産活用で地域産業のさらなる活性を
ーラム酒田

的資産、権利取得の普及

show naight 2014 ～

show naight

笑顔溢れる空間を未来の

実行委員会

庄内のため～

目的とし、売れる商品づくりを目指す。

庄内の自然、食材、人との繋がりの三本柱を本イベ
ントで表現し、私たちの住むまちの魅力を参加者に
再認識してもらう。

NPO 法人
みなとオアシスまつり de みなとオアシスまつりにおいて、若者に人気の「スマ
酒田みなとまち キャラ大会！～目指せ酒 ホ」を使って会場内を楽しく回遊させ、酒田港の魅力
づくり市民会議 田みなとマスター！～
を知ってもらう。
庄内傘福研究会

傘福の小さな地域づくり
と語らい・古傘福の展示
～高齢者（先輩）への感
動をふたたび～

地域の宝でもある「傘福」を、その地域の歴史と特色
を活かし保存・継承に努めることを目的とし、清亀園
での古傘福の展示などを行う。

か た り べ 玉 て ば 心をつなげよう 歌 酒田の昔話を後世に伝え残すと同時に、読み聞かせ
の力
や紙芝居をとおして廃れがちな「わらべ歌」や「昔
こ
話の歌」なども次の時代へ繋げる。
公益社団法人
酒田青年会議所

漫画版「酒田の歴史

若年層に、まちの歴史を伝承・継承することができる

書」作成

正しい歴史認識を身につけてもらうため、幅広い世代
が読みやすい「漫画」を作成する。

まつきち子育て応
援プロジェクト

子どもが変わる！
「食育教室」

少しでも子育ての悩みを改善し幸せな親子が酒田に
増えるよう、食を見直し、子どもの心や体を健康に育
てるための、食育講座を開催する。

元気シニアボランティア事業とは、高齢者(６５

浜田・若浜学区にお住いの６５歳以上の方でボラ

歳以上)の皆様から、対象の活動場所でボランティ

ンティア活動を希望される方は、ぜひ一度説明会へ

ア活動をしていただくことで、社会参加や介護予防

お越しください♪
★今後の説明会★
日時：7/3(木)・8/6(水)

を推進する事業です。
今年度は、モデル事業として酒田市内の浜田・若

いずれも 10:00～10:45

浜学区にお住いの６５歳以上の方が対象となりま

場所：酒田市地域福祉センター
(酒田市社会福祉協議会)

す。また、事業に参加するには説明会への参加と事
前登録が必要です。登録者は、対象となる活動場所

でボランティアを行うことでポイントが付与され、 お問い合わせ：酒田市ボランティアセンター（担当：高橋）
たまったポイントは「るんるんバス回数券」や「温 電話 24-2626 （平日 8：30～17：15）
FAX 24-6299
泉入浴券」などと交換できます。
メール volunteer@sakata-shakyo.or.jp

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

●対象

２人以上の団体・グループ

●対象活動

運賃を助成します。

草刈り活動、島民対象のイベントなど。
ぜひ皆さんの得意分野を活かしたボランティア

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！

活動を行ってください。

●助成額

飛島定期船の旅客運賃相当額

飛島へ片道７５分
ひとっ飛び！

●お問い合わせ、申請書の提出先
酒田市ボランティアセンター酒田市中町３丁目４番５号 交流ひろば１階
TEL：0234-43-8165（平日 8：30～17：15）
FAX：0234-26-5617
※募集要項・申請書はボランティアセンターにあります。
酒田市ＨＰからダウンロードすることもできます。http://www.city.sakata.lg.jp/

「山形県盲ろう者友の会」会長

相蘇健太郎

～手と手で語らう 指点字 ～

介助練習などでレベル
アップをはかっていま
す。交流会では、バーベ
キューや料理教室などを

私たち「盲ろう者」は、目と耳の両方に障害を
併せ持っています。一人ひとり見え方・聞こえ方

行っています。山形県に
は２００名ぐらいいると

が違います。情報が入りにくく、外出は危険を伴
います。
「友の会」は、盲ろう者と支援する通訳・

推定される盲ろう者も、

指点字の練習風景（手元）

介助員で活動をしています。１０年前に設立しま

当会で把握できているのはわずか１０名です。掘り起
こしに努めていますが、個人情報の壁があり難しい状

した。主な活動は、月１回の学習会、年に数回の
交流会などです。県の委託を受けて、通訳・介助

況です。皆さまにご協力をお願いいたします。

員の養成講座を行っています。２００９年に酒田

通訳・介助員の養成講座や会の活動に興味のある方

はどうぞお問い合わせください。
で、２０１２年に鶴岡で開講し、のちに庄内地区
として活動が始まりました。学習会では「指点字」 お問い合わせ先：山形県盲ろう者友の会
など盲ろう者のコミュニケーション手段の習得や
☎090-2980-6160（担当 五十嵐）

スペシャルオリンピックス山形
ボウリングプログラム
ボランティア募集！！

平成 26 年度酒田市公益活動支援補助金事業
心をつなげよう 歌の力 参加者募集！
昔話・読み聞かせ・昔話の歌・わらべ歌・知って得する
情報など地域や日常に密着した内容での研修会です。

知的障がいのある方たちがボウリングを行うとき
の、見守りや声かけを行うボランティアです。
★日時：毎月第 2、第 4 土曜日

10：00～12：00

★場所：大成ボウリングセンター（酒田市東両羽町 6-17）
＊他にも水泳プログラムがあります。詳細はお問い合わせ
ください。
★問合わせ：NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・山形
酒田事務局 TEL 070-6571-6739
担当：五十嵐

★費用：200 円（会場費・お茶代）
★申込み：ボラセンだよりを見た方は 6 月 10 日（火）
まで浜田コミセン TEL：22-8411 へ

公益財団法人 太陽生命厚生財団 助成事業募集
生活福祉分野で地域に根差ざし、地道な活動を行ってい
るボランティアグループのための助成金です。対象となる
事業は、在宅高齢者・在宅障がい者のための福祉活動など
です。詳細は下記のホームページでご覧ください。

＊スペシャルオリンピックスとは、知的障がいの
ある方たちに、様々なスポーツトレーニングと
その成果の発表の場である競技会を提供して
いる国際的なスポーツ組織です。

障がい者フライングディスク ボランティア募集！
県内すべての障がい者を対象に、フライングディ
スク競技をする機会を提供することで、スポーツを
することの楽しさを分かち合うと共に、相互に交流
し、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的と
しています。
当日のボランティアの参加を広く募集します。
★日時：平成 26 年 7 月 5 日（土）
9：00～15：20
★場所：庄内町 第二屋内多目的運動場
（ほたるドーム）（庄内町余目大塚 66-1）
★内容：競技運営の補助
＊詳細はお問い合わせください。
★問合わせ：201４障がい者フライングディスク
最上川大会事務局
TEL・FAX：0235-35-2399
E-mail：t-ohkawa@aikouen.or.jp

★日時：6 月 12 日（木）10：00～11：30
★場所：浜田コミセン（酒田市浜田一丁目 10-3）
★講師：かたりべ玉てばこ代表 高瀬 靖ほか

★受付期間：平成 26 年 6 月末日まで（必着）
★ＵＲＬ：公益財団法人 太陽生命厚生財団
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/index.html

ボランティアバスで行く！
被災地でのボランティア参加者募集
★日時：①6 月 14 日（土）
、②7 月 12 日（土）
6：00 出発～19：00 時頃帰着
★集合場所：地域福祉センター（酒田市新橋 2-1-19）
★活動場所：宮城県名取市閖上（ゆりあげ）地区
★活動内容：農地のがれきを取り除くなどの作業
＊活動内容の変更や悪天候による中止もあります。
★対象：健康に不安がない 20 歳から 60 歳代くらいまでの方
★参加費：1,500 円
＊服装や持ち物など、詳細はお問い合わせください。
★申込み・問い合わせ：酒田ボラバスネットワーク事務局
担当：小野 TEL・FAX：0234-24-8538
E-mail：run-h@jewel.ocn.ne.jp

『酒田市ボランティアセンターだより』はこちらに置かせていただいています。
市内コミセン・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・michelle・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・パートナーシップオフィス・ヤマト運輸八幡センター・山茶花・いなかフェ白山・仏壇のさとう・酒田市社協・
社協支部 ほか市内の施設や店舗など
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５月に悠々の杜
草刈ボラと閖上地
区へのボラバスに
参加しました。
一時とはいえ、
作業のあとのきれ
いになった風景を
眺めるのは気持ち
がいいものです。
（かつろう）

３年ぶ りに被災地 で
のボラ ンティア活 動
に行ってきました。
（酒田 ボラバスネ ッ
トのみ なさんお世 話
になりました）震災前
に建っ ていた住宅 の
基礎だ けが残って い
る所での活動で、海ま
で見渡 せる景色に 複
雑な想 いをもちな が
ら帰路につきました。
（碇谷 勉）

ボラセン勤務にな
り、あっという間に
２か月が過ぎまし
た。新しい仕事に毎
日パタパタしていま
すが、そのパタパタ
が楽しくもあり嬉し
くもあります。
これからもたくさ
んの方とお会いでき
るのが楽しみです♪
（祥子）

先日、瑞宝太鼓の
公 演 を見 に行 って
きました。カッコい
い パ フォ ーマ ンス
に、目は釘付け！私
も 何 かに 一生 懸命
に 打 ち込 める よう
に頑張りたいな♪
今 年も ボラ ンテ
ィ ア セン ター でた
く さ んの こと を学
ばせていただきま
す。よろしく
お願いしま
す！
（可奈）

あなたのボランテ
ィア魂に灯をつけ
る！!！かもしれな
い！？ 「夏のボラン
ティア体験」、酒田
ボラセン初の企画
です。いろんな方に
お会いできるのを
すごく楽しみにし
ています 。ご参加
お待ちして
ます
（伊藤貴子）

