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平成２６年 

 １１月 
 No.27 

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 

 

『上山市ボランティアフェスタ』を視察し、地元での取り組みの参考にするための研修です。 
 

庄内で活動しているボランティア同士交流してみたい方、地元でもボランティアが発表したり 
交流したりする場をつくりたいと思っている方、ぜひ参加してみませんか！ 

庄内地域広げようボランティアの輪連絡会議 事務局 酒田市ボランティアセンター（伊藤、佐藤） 
〒998-0044 酒田市中町 3 丁目 4-5（交流ひろば内） 
TEL：0234-43-8165   

FAX : 0234-26-5617  
 

ボランティア活動をしている方 

ご参加お待ちしています(^O^)／ 

当日の行程 
8：20 地域福祉センター集合 

11：00 上山市体育文化センター到着 

     ボランティアフェスタ見学、 

昼食交流タイム 

 18：30 帰着予定 

 

災害は人ごとではなく、酒田市でも起こる可能性は十分にあります。 
 
近年、災害の現場では多くのボランティアが活躍しています。災害が起こると、地元の社会福祉

協議会は、災害ボランティアセンターを開設し、ボランティア活動をサポートする体制をととのえ

ます。酒田市でも、必要な時には、社会福祉協議会に災害ボランティアセンターを開設することに

なっています。そのような場合、さまざまな方たちのご理解やご協力が必要となります。 
 
２年続けて豪雨災害に見舞われた南陽市での取り組みを聞きながら、災害ボランティアセンター

について一緒に学びませんか！ 

酒田市ボランティアセンター

（地域福祉センター内） 

TEL：0234-24-2626 

FAX：0234-24-6299 

 



 「庄内に笑顔と元気を届けたい」。そんな想いで活動している大道芸

サークルをご紹介します。 

路地裏芸人‘Ｓ（代表：佐藤信洋さん）は、主にジャグリングとよ

ばれるお手玉のようなものを演目に、庄内地域の福祉施設やイベント

会場などでパフォーマンスを行っています。 

10 月 21 日、取材に訪れた光風園（通所）では、利用者や利用者の

家族の方に、ジャグリングやマジック、中国ゴマを披露。楽しげな音

楽に合わせてテンポよくパフォーマンスをする姿に、「どうなってる

の！？」「おお～っすごい！！」などと、たくさんの利用者の笑顔が見

られました。 
・路地裏芸人‘Ｓではメンバーを募集しています！ 

男女年齢問いません。人を楽しませることが好きな方をお待ちしています。 

・練習会の見学ができます！興味のある方はぜひ来てください。 

場所：総合文化センター（練習場所はその日により異なります。） 

日時：毎週木曜日 17 時～ 

 
          路地裏芸人‘Ｓ （代表：佐藤信洋さん） 

TEL : 090-8613-4986 メール : rojiura-circle22.10@softbank.ne.jp 

ホームページ : http://x84.peps.jp/rojiurageinins 

Facebook もやってます♪『ろじうらげいにんず』で検索してください。 

 

10 月 5 日、庄内地区手話交流会が

行われ、ボラセンから伊藤と佐藤が参

加しました。集まったのは、ろう者、

手話を勉強している方、手話は分から

ないけど興味のある方 30 人ほど。 

まずはろう者と健聴者が混ざったチームをつくり、ゲ

ーム開始！ゲームは、手話の単語数を競うものや、ジェ

スチャ―ゲームなど、手話の知識があってもなくても楽

しめる内容でした。 

最初は手話にこだわっておしゃべりしていましたが、

ゲームに勝った時の喜びや、負けた時の「今の惜しかっ

たね！」という気持ちを、いつのまにか身振りや手ぶり

で表現しあっていました。ろう者に気持ちを伝えるに 

は、感情を表すことが大事なん

だと気付かされました。 

 ろう者との交流は、ろう者と

のコミュニケーション方法を

知る良い機会です。今後もたく

さんの方に参加していただき

たいと思います。（佐藤） 
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まつきち子育て応援プロジェ

クトは、子育て中の親子を「食・

教育・育ち」の面からサポートし、

ハッピーになれるようにと活動

しているグループです。 

プロジェクトが企画した食育

教室が行われ、２歳～小学生の子

炊きたてご飯でおにぎりづくり！ 

ども、そのパパやママなどが参加しました。 

講師は林賀吾朗（りんがごろう）さん（㈱玄米酵素）。

「体は食べものでつくられる」「添加物の多いものではな

くご飯とお味噌汁を食べよう」などのお話がありました。 

途中にクイズや実験もあり、子どもたちは興味深そうに、

楽しそうに参加していました。 

 また、酒田の有機栽培のお米を

使ったおにぎりづくりも行いま

した。初めてお米を研いだという

子どもからは「くすぐったかっ

た」「気持ちよかった」などの感

想が聞かれました。 
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＊平成２６年度酒田市公益活動支援補助金事業です。 

中
国
ゴ
マ
を
自
在
に 

あ
や
つ
る
！ 

 

ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
で 

皆
を
笑
顔
に 

  

手話学習 1年目の体験レポート！ 
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第 1回 知的財産初心者講習会 参加者募集！ 

 
特許や著作権などの知的財産について学ぶ講習会で

す。興味のある方はぜひご参加ください。 
 

★日時：11 月 22 日（土）13：00～15：00 

★場所：勤労者福祉センター 2 階 第 3 会議室 

（酒田市緑町 19-10） 

★内容：特許を必要としない『先使用権制度』の 

利用方法、 

営業秘密・職務発明、その他ネーミング、 

デザイン、著作権などの知的財産講習 

★対象：どなたでも 

★費用：無料 

＊申し込み不要。当日会場へお越しください。 

★問合せ：知的財産権フォーラム酒田（代表：阿蘇） 

電話 070-5327-8374  
＊平成 26 年度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 
 
今年度は、今回が最後の活動となります。 
 

★日時：11 月 15 日（土） 

6：30 出発～19：00 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：津波で被害を受けた農地を使えるようにす 

る作業など 

 ＊活動内容の変更や悪天候による中止もあります。 

★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） 

電話／FAX 0234-24-8538 

メール run-h@jewel.ocn.ne.jp 

平成２６年 

 ９月 
 No.25 

 
～満月の夜、木こりのろうそくで語る婚活イベント～ 

満月の夜の野外コン 参加者募集！ 
 
満月と満天の星空の下、円陣に囲んだヤトカンキュン

テラ（木こりのろうそく）の幻想的な灯りの中で、素敵

な出会いがあなたを待っています。（小雨決行） 
 

★第 3 回：11 月 7 日（金）コスモス童夢（眺海の森） 

第 4 回：12 月 6 日（土）ひらた生涯学習センター 

          （酒田市北俣字仁助新田 31−1） 

★時間：18：30～21：00 

★対象：未婚の方ならどなたでも可 

★費用：無料 

★申込み・問い合わせ： 

認定ＮＰＯ法人ひらた里山の会（事務局：和島） 

電話 080-2833-1320  

FAX 0234-52-3466 

メール nposatoyama@amail.plala.or.jp 

 

 
庄内障がい者福祉団体合同研修会 参加者募集！ 

 
★日時、内容は以下のとおりです。 

 11 月 8 日（土） 

・第 1 部 10：00 受付 

 10：30 ミュージックケア♪ 

  インストラクター：和光園 職員 小松 暁氏 

  音楽の特性を生かして、対象者の心身に快い刺激を 

与え、対人的な関係の質を向上させ、情緒の回復や 

安定、リハビリ効果を図ります。 

 12：00 昼食（障がい者福祉サービス事業所で、手作

り弁当を販売します） 

・第 2 部 13：00 受付 13：15 開会 

 13：30 講演会 

講師：NPO 法人さぽーとセンターぴあ えんどう豆 

（福島県南相馬市）所長 佐藤 定広氏 

演題：『東日本大震災 その時障がい者は』 

サポートセンターぴあがある南相馬市では最大震 

度 6 弱を観測し、地震と津波で多大な被害を受けま 

した。将来起こりうるであろう災害に対し、障がい 

者の方に役立つ対策を学びます。 

 15：00 ひまわりプロジェクト 

  鳥海やわた観光株式会社 社長 和田 邦雄氏 

 15：30 閉会 

★場所：八幡タウンセンター（酒田市観音寺字寺ノ下 41） 

★費用：無料 

★対象：興味がある方どなたでも（申し込み不要） 

★問い合わせ：支援センターなのはな畑（担当：阿曽） 

  電話 0234-64-4650 

 

 
車いすをご寄附くださる方 募集！ 

 

 とびしま総合センターでは、災害時に備え、飛島の避

難所であるグランドに、車いすの設置を検討しています。

車いす（できれば新品で 1～2 台）のご寄附を、お願いし

ます。 

★受渡し方法：ご連絡いただき、直接取りに伺います。 

★問い合わせ：とびしま総合センター  

担当：センター長 佐藤環（たまき） 

電話 0234-95-2001 

 

 
第４回海岸林見学学習会(希少生物編) 

参加者募集！ 
 
生物多様性や希少種保全に配慮した、これからの海岸

林保全について考えます。 
 

★日時：11 月 15 日（土）9：30～16：00 

★場所：太陽の家 防災集会室 

（酒田市光ヶ丘 3-1-1 酒田光陵高校西隣） 

酒田市宮海、遊佐町菅里地区現地 

★内容：室内研修、バスによる海岸林現地見学学習 

★参加者：先着 30 名程度（海岸林の現地を歩ける方） 

※定員になり次第締め切り。 

※申し込みは 11 月 12 日まで。 

★費用：1,000 円（昼食代含む） 

★申込み・問い合わせ： 

特定非営利活動法人  

庄内海岸のクロマツ林をたたえる会 

電話 0234-21-5033 

FAX 0234-21-5034 



秋はイベントが本当にたくさんで
す。参加する方が楽しめるように、
また、いろんなことを学べるように
と、企画、運営される方たちはいろ
いろ工夫し、たくさん心をこめてい
らっしゃることと思います。 
そのことを想像したらますます 
いい季節に思えてきました。 

（伊藤貴子） 
 

『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・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 

10 月某日、手話検定を受けに山
形市へ行ってきました！筆記と面接
があり、ガチガチに緊張しながら勉
強の成果を発揮（？）。 
試験が終わると、受験者同士「さ

っきのどうだった？」「どこで手話習
ったの？」と大盛り上がり。 
手話は難しいけれど、こう 

した交流は楽しいのでやめ 
られません♪（可奈） 

 

 「ボランティアがしたい」と相
談にいらっしゃる方とお話しし
ていると、何かを始めるために一
歩を踏み出す大きなパワーを感
じます。新しいことにチャレンジ
することは、とても勇気がいるこ
とです。私も見習わない 
となぁ…。（祥子） 
 

今年度の『ボランティア・市民活動交流会』は２月２１日（土）の予定です!!詳しくはボラセンまで。 
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後
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新井田町にお住いのＩさんよりお仲間募集のお知らせ

です。Ｉさんは、一人暮らしシニア。市内のメンバー７、

８人と週１回カラオケボックスに集まり、歌ったりおし

ゃべりしたりして楽しんでいます。そのような場がある

と集まったみんなが元気になれると感じています。 

現在、Ｉさんは自宅１階の元貸店舗を改装中。そこを

シニアの集いの場にできないかと考えているところで

す。気軽に立ち寄れて、来た方が元気になれる場所、カ

ラオケや健康マージャンもいいかも、などなど思いは 

いろいろありますが、具体的なことはこれからです。ど

んなことをしたらよいのか、どんなふうに進めたらよい

のか、いっしょに考え活動してみたい方、詳しく聞いて

みたい方、どうぞご連絡ください。 

問い合わせ：地域包括支援センター 

にいだ 電話 22-2640 

 

★「たより」を置かせていただける場所や掲載記事を募集しています！ 

南相馬ファクトリーのカンバッジのイラ

ストでお馴染みのたきざわくるみさんの

イラスト展をおこないます。 

日時：11 月 22 日（土）～12 月６日（土）

9：00～17：00 

 ＊12/6 日（土）は 12：30～16：00 

場所：酒田市地域福祉センター2 階 

   （酒田市新橋 2-1-19） 

＊12 月 6 日（土）のみ「共同募金応援コ

ンサート」と同時開催のため 

コンサートチケットが必要です。 

他は無料。詳細はボラセンまで。 

ぜひお越しください(^O^)／ 

●と き １２月６日（土）午後１時～４時 

●ところ 酒田市地域福祉センター 

（新橋２丁目１-１９） 

●参加費 1,000円 中学生以下無料 

（先着 150名） 

       

       

 

 

●主催・お問い合わせ・チケット取り扱い 酒田市社会福祉協議会 ☎２３－５７６５ 

 

昨年ご好評だった「赤い羽根共同募金コンサート」を今年も開催します！今年

のメインはルリアールさん。歌とオカリナとエレクトーンの２人組です。癒しの

音色をお楽しみください♪ 酔奏楽部、まつばらハミングバーズ・チームオーマ

チーノの皆さんは、昨年に引き続いてのご出演です。ご声援を！ 

参加費は全額 

共同募金会への 

募金となります。 

 
～出演～ 

★ルリアール 

★酔奏楽部（すいそうがくぶ） 

★まつばら 
ハミングバーズ・ 

 チームオーマチーノ 

 

 

赤い羽根「共同募金」は、福祉のまちをつくる

ための住民によるたすけあい運動です。今年のコ

ンサートも、たくさんの皆様にご参加いただき、

酒田の福祉関係団体への助成金をいっぱいにし

たいと考えています。皆様の温かいお気持ち、ご

参加をお待ちしております！ 


