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発行・お問合わせ：酒田市社会福祉協議会 酒田市ボランティアセンター
●地域福祉センター内：酒田市新橋 2 丁目 1-19 TEL：0234-24-2626 FAX：0234－24－6299
●交流ひろば内（公益活動支援センター）
：酒田市中町 3-4-5 TEL：0234-43-8165 FAX：0234-26-5617
E-mail：volunteer@sakata-shakyo.or.jp ＊窓口・お電話は平日 8：30～17：15 です

●酒田市ボランティアセンターでは
運営委員会を設置しています
ボランティア活動の推進やボランティアセン
ター（以下ボラセン）の事業がよりよいものに
なるよう、助言や提言をいただく場です。
さまざまな角度からご意見をいただくため、
いろいろな分野の方で構成されています。
６/２５ 今年度１回目の運営委員会
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酒田市ボランティアセンター運営委員
修
（NPO 法人パートナーシップオフィス）
晃子 （NPO 法人にこっと）
忠智 （認定 NPO 法人ひらた里山の会）
明美 （NPO 法人いぶき）
常夫 （松山手をつなぐ育成会）
柳一 （公益社団法人酒田青年会議所）
建治 （酒田市自治会連合会）
元
（酒田市立第二中学校）
みさ子（東北公益文科大学地域共創センター）
吉信 （酒田市市民部まちづくり推進課）

●澤邉みさ子委員長にインタビューしました
Ｑ ふだんのお仕事は？
Ａ 東北公益文科大学の教員です。
大学と地域をつなぐ地域共創
センターのセンター長でもあ
ります。
Ｑ ボラセンとどのように関わりたいとお考えですか？
Ａ 個人としてももちろんのこと、学生がもっと関わっ
ていけるよう、つなげていきたいと思っています。

●委員のみなさんは
酒田市のボランティア・市民活動について熱心に考え、
ボラセンの事業の相談にも応じてくださる、ボラセンに
とってとても心強い存在です。

「昔あったけど…とんぴんかだりねぇけど」つい引き
込まれてしまう口承文芸。
『ふるさとの昔話やわらべ歌』
『懐かしい昔話の歌や唱歌』など、口づて文化の伝承・
普及・研究活動と会員相互の親睦を目的に「砂潟ぽえむ
の会」から「かたりべ玉てばこ」に呼称を改め、3 月に
『歌の力とひなまつり』in 庄内映画村資料館でデビュー
しました。
以来、5 月には『歌の力とこいのぼり』in 鳥海山荘、6
月は『歌の力と花咲爺』in 浜田コミセンを好評のうちに
終了、7 月 17 日は身近な日常に新たな発見が加わるフ
ィールドワーク『目からうろこのバス旅』を計画してい
ます。また、8 月以降は学童保育所や幼稚園など子ども
寺子屋出前講座『歌

Ｑ ボラセンに期待することは？

の力と玉てばこ』も。
興味のある方は事務
局（31-2008）ま
でお尋ねくださいま

Ａ 「ボラセンだより」はわかりやすく、ボラセンを身
近な存在にしていると思います。さらにみんなに知
られて、もっと身近な存在になるといいと思います。
ボランティアしたいと思った時に、ボラセンがすぐ
に思いつくようになるといいですね。

６/１２ 浜田コミセンにて

せ。

はぎうだ

ふうみん

車いす女優 萩生田千津子& 楓 民 in 酒田
～〈語り人.〉
〈唄い人〉〈奏で人〉が紡ぐ
魅惑のコラボレーション～
生きる力を呼び起こす感動のステージをお届けします！
★日時：平成 26 年 7 月 27 日（日）
開場 12：40 上演 13：30～15：30
★場所：酒田市総合文化センターホール（中央西町 2-59）
★内容：第Ⅰ部 語りとコンサート
第Ⅱ部 語り芝居（山形の民話）
★費用：前売り券 一般 2,500 円、高校生以下 1,800 円
＊当日各 200 円増しです。
販売窓口 八文字屋酒田みずほ店
酒田市社会福祉協議会
★チケット購入、問い合わせ先
TEL：080-5485－3659
E-mail：ciaociao03@mbn.nifty.com
主催：楓民友の会 後援：酒田市社会福祉協議会

“みなとオアシスまつり in 酒田 スマホを使った電子スタ
ンプラリー”ボランティア募集のお知らせ！
毎年恒例の酒田本港地区での「みなとオアシスまつり」
で初めて開催する、スマホを使った電子スタンプラリーの
運営お手伝いを募集しています。
潮風のなかで楽しい一日を一緒に過ごしましょう！
★日時：平成 26 年 7 月 26 日（土）9：30～15：00
★場所：みなとオアシスまつり in 酒田会場
（酒田海洋センター付近 船場町 2-5-15）
★内容：イベント運営の補助
★申込み・問い合わせ：
ＮＰＯ法人酒田みなとまちづくり市民会議（担当：加藤）
TEL：090-3368-5941
＊平成 26 年度酒田市公益活動支援補助金事業です。

Show naight 2014 ボランティア募集！
音楽や庄内の食を楽しむイベントのボランティア募集
中！休憩時には美味しい昼食とプロの音楽(8/31)も楽し
めます。
★日時：平成 26 年 8 月 30 日（土）9：00～16：00
8 月 31 日（日）10：00～21：00
★場所：北港緑地公園
★内容：会場の準備、受付、誘導など
★持ち物：軍手、動きやすい服装
★問い合わせ：hair + make Vomme TEL:0234-22-6848
＊平成 26 年度酒田市公益活動支援補助金事業です。

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：①7 月 12 日（土）②８月 24 日（日）
6：30 出発～19：00 時頃帰着
★集合場所：酒田市地域福祉センター（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

公益財団法人 日野自動車グリーンファンド
助成事業募集！
自然環境保全活動など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。対象となる事業は自然環境保全
に資する樹木や草花の植樹の実施などです。
詳細は下記のホームページでご覧ください。
★受付期間：平成 26 年 7 月 31 日まで（当日消印有効）
★問い合わせ：公益財団法人日野自動車グリーンファンド
TEL：042-586-5369 FAX：042-586-5222
★ＵＲＬ http://www.hino.co.jp/csr/greenfund/
greenfund_index.html

「福祉・ボランティアについて」の作品募集！
〈体験・感想・提言など〉
★テーマ：◇私のボランティア体験
◇私の祖父母について思うこと
◇高齢者の福祉・介護について
◇少子・高齢社会について考えること
★応募資格：県内在住の小中高校生と大学生・一般
★募集期間：平成 26 年 9 月 20 日まで（当日消印有効）
★応募方法：小中高校生
400 字 3 枚以内
大学生・一般 400 字 4 枚以内
★審査発表・表彰：10 月下旬の「山形県介護職員プロジ
ェクト会議」で優秀作品の表彰を行います。優秀作品は
「作品集」として各学校や関係団体に配布します。
※詳細は下記にお問い合わせください。
募集要項はボランティアセンターにあります。
★提出先：一般社団法人山形県高齢者福祉支援協会
住所：〒990-0827 山形市城南町二丁目 3-9
TEL：023-665-0587 FAX：023-665-0588

『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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「夏のボランティア体験」のお申し込みを通じて、学生の
皆さんとお話する機会が増えました。嬉しいです。澤邉委
員長（１面）がおっしゃるように、もっとたくさんの
方に知ってもらって、たくさんの方が関わってくれ
るボラセンにできたらいいなと思っています。
（伊藤）

今年も手話教室に参加しています。去年の教室が終了
してから、大分忘れてしまっていましたが、ろう者との
コミュニケーションを重ねるうちに、
「もっと勉
強しなくちゃ！」と強く思いました。
ときどきボラセンの伊藤さんと手話で会話を
して練習するのも、楽しいです。
（可奈）

