☆ご自由にお持ちください☆

平成２７年
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No.３０
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

東日本大震災から４年。今年も様々な場所で追悼イベントが行
われます。津波で大きな被害を受けた宮城県名取市閖上（ゆりあ
げ）の追悼イベントへ送る灯ろうの絵を描く会が、２/１１、酒田
市地域福祉センターで行われました。
酒田西高、酒田光陵高、絵手紙ボランティアほほえみ会、里仁
館、高校生ボランティアサークルかざみどり、主催の酒田市職員
労働組合からの呼びかけで集まった方たちなど、小さなお子さん
から大人までみんなでいっしょに描きました。
参加された方からは「被災地に少しでも自分たちの気持ちを届
けられたらいいと思い参加しました」などの声が聞かれました。
この日以外にも、支援センターなのはな畑、広野
絵手紙教室、新婦人ふれあい絵手紙、琢成コミ振女
性の会など、たくさんの方から絵が届けられました。
ボランティアセンターでは、集まった絵のコピー
を使って、ボランティアの皆さんといっしょに
灯ろうを作り、
「４年
目のキャンドルナイ
ト in 中町」
（里仁館主
催 ３ページ目）に参
加します。

☆日時：平成２７年３月３日（火）～３月６日（金）
９時～１７時の間で、ご都合のよい時間
☆場所：酒田市地域福祉センター（新橋２-１-１９）
☆内容：灯ろうづくり
紙を貼る、針金を板に固定するなどの軽作業です
＊進み具合によっては、作業を行わない場合があります。
必ず事前にご連絡ください。
☆お申込・お問合せ：
酒田市ボランティアセンター（上記）

にっこう

ボランティアセンターだより 12 月号（１面）でお伝えしまし
た、
『日向除雪ボランティア』が行われ、1 月 24 日には 102 名、
2 月 14 日には 96 名のボランティアが汗を流しました。
八幡日向地区では雪がたくさん降るので、ご高齢の方などは雪
が降るたびに大変な思いをされています。２階の屋根まで届く積
雪に、
「高齢の方が雪かきするのは大変だなぁ！」と参加者が驚く
場面もありました。除雪作業は大変でしたが、地域の住民の方の
指導もあり、無理なく雪を片付けることができました。
住民の方からは、
「お手伝いしてくれてありがとう」「若い人た
ちがきてくれて嬉しい」とのお言葉をいただきました。
参加してくださったボランティ
アの皆さま、ありがとうございまし
た！
魚醤（ぎょしょう）は、魚介類と塩を
発酵させて作る調味料です。
ＮＰＯ法人みなと研究会では、地元の
魚資源を利活用し、地域に伝わる「魚醤
づくり」を広めようと出前講座を行って
酒田市文化センターにて

います。２/１１には「寒鱈の魚醤造り」

を行いました。参加者は、みなと研究
会メンバーに教わりながら作業を行
い、仕込んだものを持ち帰りました。
この日のものは２～３年で出来あが
るとのことです。参加者の一人は「魚
醤にはあまり馴染みがなかったが、参
加して使い方やおいしさを教えてもら ＊２６年度酒田市公益活動
った」とおっしゃっていました。
支援補助金事業です。

第３回 知的財産講習会（音・色彩・位置標章の
追加による商標改正） 参加者募集！
知的財産（商標権など）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：3 月 14 日（土）13：30～15：00
★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：商標権の範囲が拡大し、同時に侵害の範囲
も拡大します。グローバル化に伴う知的財
産各法の改正が進む中、今後の開発計画に
影響する知的財産法の解説をします。
★対象：どなたでも（定員：15 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）
ＴＥＬ：070-5327-8374
＊平成 26 年度公益活動支援補助金事業です。

第３回 酒田の古い傘福と古典雛人形
さくらんぼ染め、紅花染め、つや姫染めの傘福展示

★日時：3 月 1 日（日）～31 日（火）
10:00～17:00（期間中は無休）
★場所：清亀園（酒田市浜田 1-11-13）
★内容：稲荷神社などの古い傘福の展示
★入館料：大人 300 円 小学生以下無料
伝統的な傘福の細工物制作体験もあります！
★開催日：3 月 1 日～29 日までの毎週日曜日
★定員：各 10 名 ※要予約
★費用：500 円～（材料費込。別途入館料）
＊詳しくはお問い合わせください。
★問合せ：庄内傘福研究会（代表：工藤）
ＴＥＬ：090-2846-6846
＊平成 26 年度公益活動支援補助金事業です。

万里の松原環境整備活動や、子どもたちを対象と
した森林学習活動、津波で被害があった海岸林の再
生活動などに取り組まれている、万里の松原に親し
む会が、長年の地域森林ボランティア活動が評価さ
れ、『林野庁長官感謝状』『県緑化等功労者感謝状』
『ソロプチミスト日本財団社会ボランティア賞』
『酒田市民賞』の４つの賞を受賞されました。
会長の三沢英一さんに、受賞してのお気持ちを伺
いました。
「発足して１４年になるが、まじめに行ってきたこ
とが評価されたと思っている。森林学習活動では、
子どもたちから学ぶこともたくさんある。これから
も今まで同様、活動を続けていきたい」

新井田川の美化活動や水質浄化活動などに取り
組まれている、心のふるさと新井田川の会が、この
たび、長年の活動が評価され、環境省の『平成２６
年度水・土壌環境保全活動功労者表彰』を受賞され
ました。
会長の原田清廣さんに、受賞してのお気持ちを伺
いました。
「今回の受賞を大きな励みとして、新井田川周辺の
環境美化活動を一層充実していきたい。また、川の
新しい活用の仕方をみんなで考え、いきいきとした
町づくりのお役にたちたい」

認定ＮＰＯ法人ひらた里山の会主催『里山資源を活かし
た地域づくり in 庄内』が 2 月 7 日に開催されました。
株式会社丸徳ふるせ 代表取締役 菅徳嘉氏は、石油屋と
して地元産の木質燃料を取り入れた事例を紹介。地域の暮
らしに寄り添った企業を目指していくと話ました。
最上町 町長 高橋重美氏は、町を元気にするためには里
山を元気にしなければならないと話し、バイオマスエネル
ギーを活用したまちづくりの事例などを紹介しました。
フォーラム終了後、講師の方々と交流タイムが設けられ、参加者は「地域資源を利活用したまちづ
くりの話が聞けて良かった」などと感想を語っていました。
まちづくりと里山を結びつけた取り組みが、広く浸透するように願っています。
こころを元気にする！傾聴講座
～傾聴について学ぶ連続講座～ 参加者募集！

酒田に震災復興を応援する光を灯そう
～4 年目のキャンドルナイト in 中町～参加者募集！

こころを元気にする「傾聴」を学んでみませんか。

復興を応援するために、酒田でキャンドルを灯し、
被災地に祈りを届けましょう。

★内容：3 月 23 日（月）19:00～21:00
「傾聴の基本を学ぶ・その 1」
3 月 24 日（火）10:00～12:00
「傾聴の基本を学ぶ・その 2」
3 月 24 日（火）14:00～16:00
「傾聴の場づくりを学ぶ」
★場所：鶴岡市総合保健福祉センターにこ♡ふる
（鶴岡市泉町 5-30）
★講師：徳田太郎氏（ＮＰＯ法人日本ファシリテー
ション協会フェロー）
★参加費：無料
★申し込み・お問い合わせ：ＮＰＯ法人ぼらんたす
FAX : 0235-33-2036
メール：info@voluntas-npo.com

★日時：3 月 11 日（水）18:00～20:00
★場所：マリーン 5 清水屋前メイン会場

当日のボランティアも募集しています！
受付、キャンドルの設置、後片付けのお手伝いを
お願いします。ご協力いただける方は当日 17:30 まで
チャレンジショップふれっしゅ（メイン会場近く）ま
でお越しください。設置のみ、後片付けのみでも大歓
迎です！（※防寒対策をしてご参加ください。）
★申し込み・お問い合わせ：生涯学習施設「里仁館」
TEL：0234-61-4361
メール：rijinkan@theia.ocn.ne.jp

酒田のいいところ発見！

酒田の歴史・伝統・文化を広く知っ
てもらいたいと、酒田青年会議所が
『マルわかり！さかたのれきし』を作
成しました。
作成には市内の高校生がかかわっています。高
校生がまちの歴史を学び発信することで、地域を
愛する気持ちを育み、正しい歴史認識を身に付け
ることも目的としています。
若い世代が語り継いでいく『マルわかり！さか
たのれきし』は、酒田青年会議所のホームページ
でご覧いただけます。ぜひ読んでみてください。

＊２６年度酒田市公益活動支援補助金事業です。

山形県庄内発！いのちとこころを考えるつどい
ＰａｒｔⅡ 参加者募集！

平成２７年度 ボランティア活動保険
加入手続き受付開始しました！

いのちとこころを大切にしたいと想う方、関心の
ある方ならどなたでもご参加できます。

★ボランティア活動保険とは
ボランティア活動中の様々な事故を補償するもので
す。万が一の備えとして、ご加入をお勧めします。

★日時：3 月 14 日（土）10:00～16:00
★場所：山形県庄内総合支庁 講堂
★内容：基調講演「東尋坊からのメッセージ『自殺
したらあかん！』～誰にでもできるゲート
キーパー～」
ワールドカフェ「私たちにできること」など
★入場：無料
★申し込み・お問い合わせ：ＮＰＯ法人ぼらんたす
TEL:080-6019-5300
FAX:0235-33-2036
メール：info@voluntas-npo.com
＊申し込み締め切りは３月３日（火）です。

『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↓
市役所・市役所支所・交流ひろば・文化センター・産業会
館・さかた街なかキャンパス・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・ヤマト運輸酒田南センター・山茶花・仏壇のさと
う・フルーツデリにしむら・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！

編
集
後
記

お た よ り に 度々 登 場 して い る
『公益活動支援補助金事業』
。事情
により大々的にいつから募集開始
～などとＰＲできないのですが、
過去の助成団体の事業内容につい
てのお問い合わせや対象活動
に関する相談などはいつでも
お待ちしております！
（可奈）

★補償期間
平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日。
（中途加入の場合、加入日の翌日～平成２８年３月
３1 日）
★保険料（天災タイプの保険料が変更になりました）
基本タイプ
A
３００円
B
４５０円
天災タイプ 天災 A ４３０円 天災 B ６５０円
＊平成２６年度にご加入いただいた方も、新たに加入
手続きが必要です。
★お問い合わせは酒田市ボランティアセンターまで、お
気軽にご連絡ください。

東日本大震災追悼の集い
追悼の式典と、ＳＡＫＡＴＡローゼンコール、ルリ
アールによる癒しのコンサートが行われます。
日時：3 月 8 日（日）13:30～15:30
場所：酒田市地域福祉センター（新橋二丁目 1-19）
対象：酒田市に避難されている方、市民
申し込み：酒田市社会福祉協議会
TEL：0234-23-5765
＊申し込み締め切りは 3 月 2 日（月）です。

灯ろうの絵をみんなで描く会
（１面）では、小さい子から大人
まで皆さん熱心に描いていまし
た。ボラさんからおいしいハーブ
ティーやお菓子のさし入れもあり
暖かく優しい会でした。皆さん
の気持ちが絵といっしょに
届きますように。
（伊藤）

１月と２月に、日向地区の除雪ボ
ランティアに参加しました。自分の
身長よりも高い雪の壁を少しずつ崩
しながら行う作業に、日頃の運動不
足を痛感…。でも、たくさんのボラ
ンティアさんと一緒に作業すること
ができて、寒くても心は
ポッカポカです♪（祥子）

