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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
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●山形県盲ろう者友の会
●手話サークルゆずり
●認定 NPO 法人ひらた里山の会
●心のふるさと新井田川の会
●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）
●山王森の緑を育てる会
●絵手紙ボランティアほほえみ会
●NPO 法人 酒田みなとまちづくり
市民会議
●ジャグリングサークル路地裏芸人’S
●障がい者支援施設 和光園
●多機能福祉施設 こもれび
●NPO 法人みらいず
●要約筆記「ばんけの会」

●サン・シティ指定通所介護事業所
●特別養護老人ホーム 芙蓉荘
●いこいの家（通所介護）
グループホームまいづる
●介護老人保健施設シェ・モワ
●ゆたかの家
●デイサービスセンターかたばみ荘
●デイサービス明日葉
●老人保健施設 明日葉
●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
●酒田健康生活協同組合
認知症対応型通所介護なごみ
●デイサービスセンターいずみ

●ライフケア黒森
●ＮＰＯ法人あらた
●NPO 法人にこっと
●中平田保育園
●十坂保育園
●仁助新田保育園
●楢橋保育園
●若竹保育園
●八幡保育園
●市条保育園
●新堀保育園
●生涯学習施設「里仁館」
●高校生ボランティアサークル
Enjoy time!
●高校生ボランティアサークル
「かざみどり」
●NPO 法人ぼらんたす
●ダンベル体操の会
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平成 27 年度 酒田市公益活動支援補助金 採択事業一覧
４月１８日（土）に総合文化センターにて「酒田市公益活動支援補助金第２次審査会（公開プレゼン
テーション）を行いました。
酒田市をよくするためのアイディアがそれぞれ発表され、今年は以下の１５事業が採択されました。

事業主体

事業名

事業内容

酒田方言あそび研究会

酒田方言の魅力を語り継ぐ 収集 地域の歴史・文化が詰まった財産「酒田方言」の魅力を
語り継ぐため、収集活動などを行う。
＆伝承事業

ＣＡＰ（キャップ）庄内

ＣＡＰ（キャップ）庄内 公開連続講 研修会と、子育て中の方を対象にした茶話会を開催し、
座 「子どもの『今』を知り、おとなに 子どもへの暴力防止に対するおとな社会の意識向上を目
指す。
出来ることを考える」

かたりべ玉てばこ

心をつなげよう 歌の力 ―わらべ
紙芝居をとおして廃れがちな『わらべうた』や『昔話の歌』
歌と天神さん―

酒田の昔話を後世に伝え残すと同時に、読み聞かせや
などを次の世代へつなげる。

NPO法人 みなと研究会

地域住民を対象に生涯学習として、ハタハタの環境型増

豊かな海づくりに繋ぐ 鰰保全事業 殖保全事業の体験活動をする。

VIPS（庄内観光ボランティ
庄内観光ウェブサイトの作成
ア通訳グループ）

観光地庄内の魅力を世界に発信し、庄内へ外国人の集
客をはかる。
徘徊高齢者の行方不明事案を認知した際、青色回転灯

地域高齢者見守り隊

認知症に伴う徘徊高齢者の発見保
を点灯した車両により地域を巡回し、対象者の発見保護
護活動
に当たる。

ＮＰＯ法人 きらり まめ・
豆ネット

「もっとゆったりストレッチ教室」で運動機能の維持向上を

もっとゆったりストレッチ教室及び福
行い、「介護予防教室担い手講座」で地域福祉の人材育
祉担い手づくり
成を行う。

酒田まつりのラッピングトラックを製作。関東、関西方面に

エイエスエムトランスポート 酒田まつりＰＲにおけるラッピングト
向かうので、『走る広告塔』となって多くの人たちに酒田
株式会社
ラック製作
まつりをＰＲする。

そろばんによる計算力と集中力の向上など効用を広く普

酒田珠算連盟

小学校におけるボランティア珠算指
及するため、小学３・４年生の算数の授業で、そろばん学
導
習の指導を行い、そろばんの魅力を伝える。

ＮＰＯ法人 宮野浦未来創 演劇活動を通してのつながり復元
成会議ホッとなる
事業

引きこもりがちな子どもたちを対象に、演劇を通して自発
性を積極的に訓練し、人間関係の回復をめざす。

にしあらせロコモ教室

にしあらせロコモ健康講座

ロコモ予防教室により、運動機能の維持向上、定期的な
外出効果からの集いの場の創出を行う。

サッカースポーツの振興

スポーツ活動を通じ健康で明るく心身ともに逞しい子ども
を育成することや、酒田地区のサッカー普及を目的に、中
学生年代のチームを立ち上げる。

リオーネ酒田Ｕ－１５

高齢者の身体状況などに精通した施工業者を育成する

酒田福祉住環境を考える 愛着ある自宅・地域で暮らし続ける
ための研修会を開催。また、研修内容を要約したガイド
会
ための住環境整備支援事業
ブックを配布し今後の住環境整備に活用する。

第３６回全国豊かな海づくり大会市民 全国豊かな海づくり大会の市民プレイベントとして、ワーク

酒田港イベント実行委員会 プレイベント～ぼうずコンニャクと海苔 ショップの開催と市場魚貝類図鑑への掲載を行い、酒田
みなみゆざコーラス

漁師の酒田魚市場を語る～

の魚貝を全国にＰＲする。

歌声きっさ

歌声喫茶を定期的に開催し、憩える場をつくる。また、サ
ロンや施設に出向く「出張歌声隊」も行う。

酒田市ボランティアセンターでは、今後もおたよりやホームページなどで
事業に関するお知らせをしていきます。
イベントやボランティアの募集には、ぜひご参加ください(^O^)／

飛島ボランティア活動支援補助金

申請受け付け中！

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運賃を助成します。
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！
申請に関する

●対象 ２人以上の団体・グループ
●対象活動 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

ご相談は、ボラセ
ン（下記）へ！

●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 （交流ひろば内 公益活動支援センター）（中町３-４-５）
TEL：0234-43-8165（平日 8：30～17：15）
FAX：0234-26-5617
※申請書はボランティアセンターにあるほか、以下のＨＰからダウンロードすることもできます。
ボランティアセンターホームページ：http://sakata-vc.com/
酒田市ホームページ：http://www.city.sakata.lg.jp/

手話奉仕員養成講座がスタートしました！
5 月 12 日（火）に総合文化センターにて「手話奉仕員養成講座 開講式」
を行いました。
手話奉仕員とは、聴覚障がいのある方（ろう者）が医療機関や市役所など
に行く場合に、コミュニケーションを支援する人のことです。
今年は、手話に興味のある方や、ろう
者ともっと話したいと思っている方など
24 名が参加してくださいました。
酒田市に手話ができる人が少しずつ増
えていって、ろう者のコミュニケーショ
ンの機会がもっと増えていってほしいと
思います。

手話教室ステップアップ講座

受講生募集中！

中級者向けの手話教室です。前年度までに手話奉仕員養成講座を
修了した方、もっと手話を学びたい方を募集しています。
●日時 7 月 4 日～11 月 28 日 土曜日の 10：00～12：00
●場所 地域福祉センター（新橋 2-1-19）
（全 20 回）
●費用 500 円（テキストコピー代など）
●申し込みは 6/26（金）までボランティアセンターへ（1 面）

平成 27 年度 公益活動支援補助金事業のお知らせ！
もっとゆったりストレッチ
教室 参加者募集！
生き生きとした毎日を送るため
に、月に 2 回、簡単な体操で健康づ
くりしてみませんか？
★開催：第 1・第 3 水曜日
14：45～15：45

にしあらせロコモ教室
参加者募集！
ロコモ予防のための運動など
を行います。足腰の筋力低下が
気になる方、参加してみません
か？
★開催：毎週金曜日
13：30～14：30

歌声きっさ開店します！
唱歌あり、懐メロあり、演歌
あり。みんなで楽しく歌いまし
ょう！
★開催：6/18、7/16、8/20、
9/17、10/15、11/19
＊詳しくはお問い合わせください。

★参加費：1 回 200 円

★参加費：1 回 200 円

★場所：南遊佐コミュニティセ
ンター会議室
★参加費：1 回 200 円
（飲み物、お菓子あり）

★主催、お問い合わせ先
きらり まめ・豆ネット
TEL：0234-28-2002
（地域包括支援センターほくぶ内）

★主催、お問い合わせ先
にしあらせロコモ教室
TEL：0234-34-3001
（西荒瀬コミュニティセンター内）

★主催、お問い合わせ先
みなみゆざコーラス
電話：0234-28-3036
（信坂ひろみ）

★場所：本楯コミュニティセンター
★内容：タオルを使った軽体操

★場所：西 荒 瀬コミュニティセンター

人とのふれあいがあり、心休まる場所
コーヒーサロン とまり木

盲ろう者通訳・介助員養成講座

参加者募集

★日時・場所

盲ろう者は目と耳の両方に障がいを持っています。情報
が入りにくく、外出は危険を伴います。通訳・介助員は、
盲ろう者への理解を持ち、コミュニケーションの支援や
移動介助をする人たちです。
★日時：8/30～11/8 のうちで全 9 回（すべて日曜日）

○勤労者福祉センター １階 第 1 会議室
6/13（土）7/11（土）8/8（土）9/12（土）
・・
○交流ひろば 2 階 研修室
6/24（水）7/22（水）8/26（水）9/30（水）
・・
※時間はすべて 13：30～16：00
★問い合わせ：ほっとハート庄内

10：00～16：00
★場所：酒田市地域福祉センター（新橋 2-1-19）
★内容：盲ろう者のコミュニケーション・介助方法の講義
と実技
★参加費無料（テキスト代 1,728 円）★定員：20 名
★申込み・問い合わせ：山形県盲ろう者友の会（五十嵐）

心の健康づくりボランティア「ほっとハート庄内」が
開催しているコーヒーサロンです。お散歩や買い物、病院
の帰りにちょっと寄ってみませんか？

TEL・FAX：0235-66-2909 ※申込〆切 7/31
メール：moon-pop@amber.plala.or.jp

TEL:090-8610-2058（齋藤）

公益財団法人 太陽生命厚生財団 助成事業募集

この看板が
目印です♪

地域福祉活動を目的とするボランティアグループのた
めの助成金です。対象となるのは、在宅障がい者などのた
めの福祉活動に必要な費用などです。詳細は下記のホーム
ページでご覧ください。

おしえて さかたのことば
酒田方言データベース 投稿募集！
酒田方言あそび研究会では、地域の歴史・文化が詰まっ
た「酒田方言」の魅力を語り継ごうと、酒田のみなさんか
らの投稿をもとにデータベースを作っています。あなたも
知っていることばを投稿してみませんか？
投稿の方法
★インターネットで
http://sakata-hogen.com/database/にアクセス
★ＦＡＸで
パンフレットの登録用紙をご利用ください。
※パンフレットはボランティアセンターにもあります。
問い合わせ：酒田方言あそび研究会 TEL:22-4477
メール: sakatakaruta@yahoo.co.jp

★受付期間：平成 27 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/promotion_re
cruitment/index.html

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・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

平成 27 年度のボランティアセンタースタッフです

ス
タ
ッ
フ
よ
り

所長 児玉 光二
（こだま こうじ）
地域福祉センター内

副所長 碇谷 勉
（いかりや つとむ）
地域福祉センター内

今年の４月より酒
田市ボランティア
センター所長にな
りました。
気づきと共有の視
点で事業の進展を
図りたいと考えて
おります。
どうぞよろしくお
願いします。

酒 田市 ボラ ンテ ィ
ア セン ター 担当 ２
年目になりました。
他 のボ ラセ ンス タ
ッ フに 頼り きり で
すが、今年度も「は
じめる」
「つながる」
「ひろがる」お手伝
い をさ せて いた だ
きます。

佐藤 智子
（さとう ともこ）
地域福祉センター
内
ボラセンの一員になりあ
っという間に２か月がた
ちました。勉強しながら
日々新たな発見ばかりで
す。窓口にボランティア
をしたい!!という方が何
名か来てくださいまし
た。みなさんのキラキラ
パワーをもらい、私も頑
張ろうと感じています。

佐藤 可奈
（さとう かな）
交流ひろば内

伊藤 貴子
（いとう たかこ）
交流ひろば内

今 年 でボ ラセ ン３
年目です。未だにみ
な さ んに ご迷 惑ば
か り かけ てい る私
ですが、一生懸命が
んばりますので、よ
ろ し くお 願い しま
す。
夏 ボ ラに もガ ンガ
ン 参 加し たい と思
い ま す！ 今年 はど
れにしようかな～。

「夏ボラ」はじまり
ます！私たちの地域
で一生懸命活動して
いる団体や施設の皆
さんが今年もたくさ
んメニューをだして
くださいました。す
てきな夏になります
ように！ご参加お待
ちしています (^O^)

