☆ご自由にお持ちください☆

平成２６年

１２月
No.２８
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

日向（にっこう）地区は、市内でもとてもたくさん雪
の降る地域です。住んでいる方たちは除雪作業に悪戦苦
闘。ご高齢の方、障がいのある方のお宅では、十分な作
業が行えないこともあります。除雪が不十分だと、玄関
からの出入りが難しくなったり、窓が雪でおおわれ光が
入らなくなったり、安全に暮らすことさえ困難になるこ
ともあります。
日向地区では、市内や市外、県外のボランティアの
みなさんにご協力をいただき、地域の住民といっしょに
『日向除雪ボランティア』を行います！

過去の参加者より ●雪の多さに驚いた
●支援が必要だと思った

●日時

①１月２４日(土)(1/13まで申込)
②２月１４日(土)(2/3まで申込)
8:00～14:45（作業は9:20～12：30）
＊作業後に昼食交流会があります。
●集合場所 Ａ 地域福祉ｾﾝﾀｰ Ｂ 酒田駅前
Ｃ 公益大前 Ｄ 八幡総合支所
●参加費 200円（昼食代）中高生無料
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NPO 法人いぶき（星川龍一理事
長）では、地域の人たちが気軽に
集まれる居場所づくりを行ってい
ます。
そんななか、居場所の利用者の
間で「一人暮らしの高齢者は家に閉じこもりがちだし、
一人で食事するのは寂しい」という声が挙がり、利用
者が中心となって冷たい肉そば
を提供する『ふれあい処いぶき』
を開店することになりました。
11 月 20 日（木）の開店初
冷たい肉そば五百円

地元の方より

●やってよかった！

●ほんとに助かった！ ●ありがとう

●若い人の声が聞こえて元気をもらった

詳しくはお問い合わせください
ご参加お待ちしています
お申し込み・お問い合わせ
酒田市ボランティアセンター（交流ひろば内）
（上記）

日には、お店を楽しみにしていた方たちが来店。い
ぶきのメンバーと笑顔で会話を楽しみながら、冷たい
肉そばを堪能していました。
ふれあい処いぶきメンバーの齋藤末子さん（新橋）
は、「何か動くことで生きがいが見つかる。お年寄り
に来てもらってお話を聞いたり話したりする居場所
にしたい。」と語ってくれました。NPO 法人いぶき事
務局の小野さんは、
「みんな生き生きと活動していて、
お客さんも喜んでくれ
てよかった。こんな風
にお互いが“いつでも
行きたい“という居場
所を他の地域でも展開
していきたい」と、語
っていました。
憩いの場の誕生！

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。

はたはた

●参加無料 ●参加賞あり

10 月 27 日(土)、山形国際交流プラザにて、ご
みゼロ推進功労者表彰式が行われました。この表
彰式は、３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)
の推進に努め、功績のあったものを表彰し、その
労に敬意を表するとともに、今後の「ごみゼロや
まがた」の実現に資することを目的に、ごみゼロ
やまがた推進県民会議が主催しています。
今年度は、酒田市にあるＮＰＯ法人みなと研究
会で活動されている、守屋元志氏が表彰を受けら
れました。守屋氏は、35 年の長きにわたり、港や
釣り場のゴミ拾い活動を、周辺の住民や釣り人と
連携し、実施して来られました。また、官民一体
となった「酒田港クリーンアップ推進協議会」を
設立し、毎年民間企業と一緒に酒田港の清掃活動
に取り組まれております。さらに、ゴミ減量化に
つながる複数の組織の設立にも尽力、今年より新
たにカキ殻リサイクル事業を試験的に実施されて
おります。
⇒
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問い合わせ：酒田市ボランティア連絡協議会
電話：080-2818-7567（事務局 伊賀）
鰰の魚醤造り 出前講座 参加者募集！
酒田沖で捕れた鰰を使用して、一人 2 ㎏の魚醤を
造ります。（半分は持ち帰り可）その他、世界の魚醤
や、海鮮やきそばなどの試食コーナー、飛島の塩辛に
ついての講演もあります。ぜひご参加ください。
★日時：12 月 18 日（木）9：00～14：30
★場所：酒田市総合文化センター
（酒田市中央西町 2-59）
★対象：一般市民
★定員：魚醤造りは先着 20 人
★費用：材料費として 1,000 円
＊お申込みは 12 月 14 日（日）守屋まで。
★申込み・問い合わせ：ＮＰＯ法人みなと研究会
電話 0234-25-2817
FAX 0234-25-2820
携帯 080-6018-2820
メール moriya-m@purple.plala.or.jp
＊平成 26 年度公益活動支援補助金事業です。
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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）で
は、庄内でボランティ
アをされている方たち
を対象に研修会や交流
会を企画しています。
今年は、庄内地域のボランティアの交流や、地
元でのボランティア活動発表の参考にするため、
11 月 16 日（日）に上山市ボランティアフェス
タを見に行ってきました。
当日は庄内地域あわせて３５名が集まり、昼食
交流会やバルーンアートのチャレンジコーナー、
萩生田千津子（はぎうだちづこ）さんのチャリテ
ィー公演などに参加。
「ボランティアフェスタの
ブースはそれぞれ個性豊かで楽しめるものだっ
た」「もっと交流したかった」など、みなさん楽
しい時間を過ごされたようでした。

11 月 9 日（日）、庄
内傘福研究会（工藤幸
治会長）は、傘福の伝
統文化を学び、復元技
術を継承していくため
の研修会を開催しまし
檀家さんの思いがこもったお袈裟 た。
第 1 部の講演会では、光伝寺のご住職である庄司
憲昭氏が、若くしてお寺を継がなければならず不安
だった時に、檀家さんが何年もかけて縫った心のこ
もったお袈裟を着て、励まされたという話を紹介。
傘福に込められた思いを引き継ぐ大切さを語りま
した。
また、今年 7 月に発足した、光伝寺の檀家さんに
よる『傘福復元の会』がふだんの活動を紹介。庄内
傘福研究会に教えてもらいながら、自分たちのお寺
にあった傘福を自分たちなりに復元していこうと、
月に 1 回集まっています。傘福の飾り物を作るのは
細かい作業なので時間がかかりますが、ゆっくり時
間をかけて作ることが楽しみ・生きがいづくりにも
繋がっているようです。
「自分の地域でも傘福の復元グループができる
と良いと思う」という
参加者の声があったよ
うに、酒田中に傘福復
元の動きが広まること
を期待しています。

「ふだんどんなボランティアしてるの？」
などとお喋りしながら昼食。

第 2 回 知的財産初心者講習会（改正商標法）
参加者募集！
ブランド化に必要な商標法の改正などについて学ぶ講
習会です。興味のある方はぜひご参加ください。
★日時：12 月 20 日（土）13：00～15：00
★場所：勤労者福祉センター 2 階 第 2 会議室
（酒田市緑町 19-10）
★内容：ブランド化に必要な商標法の改正事例、
地域ブランド・地域団体商標の改正に伴う
デザイン【意匠（いしょう）
】との組み合わ
せ方法などの説明を行います。
★対象：どなたでも（定員２０名）
＊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。

第 2 部の傘福体験では、
桔梗の飾り物を作りました。

NPO 法人いぶき～手打ちそば会食～
「ふれあい交流会」のご案内！
収穫したそば粉を使った「打ちたて」
「茹で
たて」の手打ち蕎麦をふるまいます。
ぜひご賞味ください！
★日時：12 月 28 日（日）
11：30～13：00
★場所：一條コミュニティーセンターホール
★対象：どなたでも
★費用：300 円（小学生以上）
そば打ち体験も同日開催します。
★日時：同日 9：30～11：00
★費用：500 円（材料費 小学生以下無料）
＊詳しくはお問い合わせください。
★問合せ：NPO 法人いぶき（担当：小野）
電話 080-6048－6541

高齢者疑似体験とは…
さまざまな用具をつけて、高齢になると生じ
る身体の変化を体験するものです。

高齢者疑似体験インストラクターとして、市内の
小・中学校で、児童・生徒が体験するプログラムを行
うボランティアを募集します。
★活 動 場 所：酒田市内の小中学校
★活 動 日 時：6 月～3 月の平日（平成 27 年度～）
年 20～25 回程度の予定 1 回約 90 分 ★そ の 他：・1 名の募集です。
★応 募 資 格：市内に在住する心身ともに健康な方で、
・書類選考と簡単な面接を行います。
平日に活動でき、下記の研修を受講し
・報酬はありません。交通費相当（1 日の
インストラクター資格を取得できる方。
活動につき 800 円）をお支払します。
★研
修：平成 27 年 3 月 11・12 日に東京都内で ★応 募 締 切：平成 27 年 2 月 6 日（金）
行われます。
お問い合わせ・お申込み：酒田市ボランティアセンター
＊旅費・受講料は酒田市社会福祉協議会が負担します。
電話 0234-24-2626（平日 8：30～17：15）

会場：東北公益文科大学 酒田キャンパス 103 教室
（酒田市飯森山 3-5-1）
対象：どなたでも（参加費無料）
『酒田市ボランティアセンターだより』は
申込み：12/15（月）までに地域共創センターへ
（グループワークを行いますので、事前申込みをお願いします） こちらに置かせていただいています↓

電話

編
集
後
記

【主催・問い合わせ・お申込み】
東北公益文科大学 地域共創センター
0234-41-1115 FAX 0234-31-2082
メール kyoso@koeki-u.ac.jp

先日、ボランティア受入れ施設・
団体の研修会に参加しました。ボラ
ンティアの方にいきいきと活動して
いただくためには、環境を整えるこ
とも大切だけど、やっぱり「ありが
とう」と感謝の気持ちを伝えること
が一番大切だなぁと
感じました。
（祥子）

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

★「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！

上山市ボランティアフェスタ研修
バスツアー（３面）に参加してくださ
ったみなさま、ありがとうございまし
た！庄内地域には様々な活動をされ
ている方たちがいるんだと、改めて感
じることができました。
喋り足りない方もいらっ
しゃったようなので、機会が
あったら今度は、喋りまくり
会を企画したいな～。
（可奈）

障がい者福祉団体研修会（先月
号）で、南相馬ファクトリーの佐
藤さんの講演をきいてきました。
「失ったのは当たり前の生活」
「山
形は原発がなくてふるさとは美し
くあることでしょう」と
おっしゃっていたのが印象
に残っています。
（伊藤）

ボランティアセンターは年末年始 12/27（土）～1/4（日）お休みします。よろしくお願いいたします。

