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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 

 

●参加者それぞれが選んだメニューを体験 

前号でご紹介した「はじまりの会」の後、参加され

た皆さんはそれぞれ選んだメニューを体験しました。

写真はその一部です。 

●９/５「夏ボラカフェ（ふりかえり会）」 

それぞれの体験の後、参加者が集まり、交流しなが

ら活動をふりかえる「夏ボラカフェ」を行いました。

参加者はお互いに活動を紹介し感想を話しました。 

●参加された皆さんからの感想 

どうすればいいかわからないこともあったけど、やって

みてよかったです。 

相手がいるということはこんなにも意欲をかきたてる

ものなのかと思いました。 

子どもたちが皆なついてきてくれてかわいかった。 

とっても楽しかったです。（保育園に参加） 

ボランティア魂に灯がつきました!!! 

普段気がつかないところで、いろいろな人の力をかりて

生活していることを実感しました。 

とても楽しかったです。また参加したいです。 

 
●活動先の方々から参加者へ、 

「暑い中、一生懸命活動いただき 

ありがとうございました。」「とても

助かりました。」「施設の利用者の

方々も喜んでくれました。」「お陰様

でイベントも大盛況でした。」「また

ぜひ来てください。」など温かい 

メッセージをいただきました。 

また、「こんな時どうする

の？」カードを使い、活動

中に疑問に思ったこと 

（下記はその例）について 

話し合いました。 

 

コーディネーターは 
「はじまりの会」と同じく栗原穂子さん♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 18 日（金）「第 36 回全国豊かな海づくり大会 in 山形」のプレイベント『ぼうずコ

ンニャクと東京湾漁師が酒田魚市場を語る』が開催されました。参加者は、事前に見学した

酒田魚市場などで収集した情報や、地

元の魚の種類、食べ方、魚の呼称と歴

史や文化などについて試食を交え勉

強。“ぼうずコンニャク”こと藤原昌高

氏（農林水産省の外部専門員）と“東

京湾漁師”こと金萬智男氏と一緒に意

見交換を行いました。 

ＣＡＰとは…Child Assault Prevention（子どもへの暴力防止）の頭文字をとったもので、

子どもがいじめ、虐待などのさまざまな暴力から自分を守るための教育プログラムです。子ど

もたちに「自分を大切にする心=人権意識」を伝え、暴力に対して具体的にどう対応すること

ができるかを教え、全ての子ども達が本来持っている「生きる力」を引き出すプログラムです。 

 

http://www.zukan-bouz.com/ 

 

もし、酒田市で大規模な災害が起こり、ボランテ

ィアの皆さんの力が必要となった場合、酒田市社協

では災害ボランティアセンターを設置し、ボランテ

ィア活動をサポートすることとしています。9/3 の

地域福祉センター防災訓練、9/6 の酒田市総合防災

訓練では、その設置・運営訓練を行いました。 

 

8 月 27 日（木）子育て支援センターに

て、『親と子の安心を育むＣＡＰ茶話会』が

開催されました。この茶話会は、ふだん子

どもへの暴力防止について小中学校などで

お話しているＣＡＰ庄内が、未就学児とそ

のお母さんが楽しく学べるように、と企画

したものです。 

 

 「暴力って何？」「暴力を受けるとどんな気

持ち？」について参加者一人ひとりが考えた

り、子どもが自分で心と体を守る為に大切な

“けんり”の劇をみたりしました。「あんしん・

じしん・じゆう」の 3 つの大切なけんりを学

び、後半は小グループに分かれて日頃の子育て

について楽しく語りあいました。 

 

被災された地域の方からのニーズの聞き取り、ボラ

ンティアの受付、スムーズに作業が出来るようボラン

ティアへの作業説明などの訓練を行いました。ボラン

ティア役などでご協力くださった浜田学区や地域福

祉センター入居団体の皆さんといっしょに、いつ起こ

るかわからない災害に備え、真剣に取り組みました。 

 

酒田青年会議所（JC）と酒

田市社協は、災害時のボラン

ティア活動が円滑に行われる

よう連携すること等について

協定を結んでいます。 

9/3 に行われた上記の研

修会にボラセンメンバーも参

加させていただきました。グ

ループワークでは、情報集約、
資金・支援金、物的

支援、人的支援の４

つにわかれて話し

合い。様々な意見が

出される中、どのグ

ループからも共通

して出されたこと

は「平時からの

準備や計画が

大切だ」という

ことでした。 

 

 



 
庄内傘福研究会より傘福作りのお知らせ 

 

★日時：９月 13 日（日）10 月 25日（日） 

11 月 15 日（日）いずれも 13：30～ 

★場所：酒田市交流ひろば ２階 

★内容：「お守り袋」「花付桃」「ぞうり」の予定 

★費用：１回 1,000 円（材料代） 

★持ち物：裁縫道具（無くとも可） 

★しめ切り：各開催日の 1週間前まで 
 
傘福展示即売会の作品募集 
 

手作り傘福を販売してみませんか？ 

詳しくはお問い合わせください。 

★期間：H28 年 2/28～4/3 ★場所：清亀園 

★申込み・問い合わせ：庄内傘福研究会 

TEL：090-9035-4880（村上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
酒田ボラバスネットワーク  
被災地でのボランティア活動参加者募集！ 

★日時： 

①9 月 26日（土）5：30出発 19：00頃帰着 

②10月 10 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：①宮城県南三陸町 

②宮城県名取市閖上（ゆりあげ）地区 

★活動内容：草刈り、清掃、周辺花壇の除草など 

★参加費：1,000円  

★参加条件：ボランティア活動保険加入 

★装備：長袖、長ズボン、長靴、手袋、日よけ帽子、 

雨具、着替えなど  ★しめ切り：１週間前 

★申込み・問い合わせ：酒田ボラバスネットワーク 

担当：小野 TEL・FAX：0234-24-8538 

       E-mail：run-h@jewel.ocn.ne.jp 
 

東日本大震災被災地で復興支援を続けているグル

ープです。震災後のがれき片づけ、農地整備などか

ら徐々に活動内容は変化し、今年は追悼や復興のシ

ンボルとなっている場所の整備を行っています。 

「多くの人が訪れるこれらの場所をきれいにするこ

とで、さらに人を呼び込み、復興につながるように

と考えています」とメンバーの小野さんがおっしゃ

っていました。 

閖

  
傾聴 スキル研修会 「聞く」から「聴く」へ 

～あなたのやさしさを活かす癒しのスキル～のお知らせ 
 
★日時・内容： 

①10月 22 日（木）傾聴について、役割、態度を学ぶ 

②12月 3日（木）③12 月 9 日（水）実践してみる 

④H28 年 2 月 18 日（木）交流会 

 時間はいずれも 13：30～15：30 ★定員：25 人 

★講師：梅津 幸士 氏（庄内傾聴塾 指導者）、他 

★会場：酒田市民健康センター（船場町２-1-30） 

★参加費：①～③無料 ④100 円（茶菓代） 

★申込み：9 月 18日～10 月 9 日   

酒田市健康課へ 24-5733 

 
  

 
「いく重にも広がれ、こころのハーモニー  
まつばらハミングバーズ 15周年コンサート」 
 

プログラムは、混声合唱のための組曲「水のいのち」よ

り、混声合唱曲集サッちゃん、ロミオとジュリエット、

糸、栄光の架橋、ベストフレンドなどです。 

★日時：9月 19日（土）18：30開場 19：00開演 

★場所：酒田市総合文化センター ★入場料：500 円 

★問い合わせ：まつばらハミングバーズ 

TEL：090-2607-3446（柿崎） 

 

 
  

 
幸せの黄色いひまわりプロジェクト 
福島県南相馬市へ送る種の収穫ボランティア募集 

 

 東日本大震災復興応援のプロジェクトです。収穫した

種は、南相馬市の福祉作業所へ届けられます。その種を

使って作業所のみなさんが製品をつくります。 

★日時：９月 26 日（土）9：00～12：00 

★場所：鳥海高原家族旅行村 

★内容：刈り取ったひまわりの種取り ＊参加者には 

のむヨーグルト 150ml・鳥海山荘入浴券をプレゼント 

★定員：50 人（当日参加も可） 

★問い合わせ：鳥海山荘 TEL：61-1727 

 
まめ・豆講座  

運動教室やサロンで 10分程度の運動を 

指導できるサポーター養成講座です。 
 
★日時・内容： 

①10/22（木）か 10/24（土）どちらか 

「人との接し方の基本を学び、出会いを楽しもう！」

②10/29（木）か 11/14（土）どちらか 

「もしもの時の安心対応等・学びながら、自分も健康 

 に（運動実技）」 

③11/19（木）「応用編」 

木曜は 13:30～15:00土曜は 10:30～12:00 

★場所：本楯コミセン ★費用：1回 200円 

★対象：運動と地域活動に興味のある「まめ」な方 

★講師：NPO 法人元気王国 佐藤香奈子氏 

★持ち物：筆記用具、内履き、（運動しやすい服装） 

★申込み・問い合わせ：  ★10/7しめきり 

NPO 法人きらりまめ・豆ネット☎28-2255（茂木） 

地域包括支援センターほくぶ ☎28-2002 

＊平成 27 年度公益活動支援補助金事業です。 

 

お気軽にご参加ください。 



  
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・ヤマト運輸八幡センター・ヤマト運輸京
田センター・山茶花・仏壇のさとう・フルーツデ
リにしむら・カフェ＆ジェラートモアレ・酒田市
社協・社協支部 ほか市内の施設や店舗など 

 

夏ボラに参加したり、参加者の写真を撮りに行ったりと、
いろんな体験ができた夏でした。未だに「やってみたいけ
ど…」と思ってなかなか行動に移せないこともありますが、
これからもボランティア魂を燃やし続けたいです♡（可奈） 

夏ボラに参加しました。私が参加したところは学生ボラン
ティアが多く参加していました。元気な力をみなさんに 
分けてもらえて嬉しかったです。（智子） 
 

夏ボラに参加された方たちにステキな感想をいただいた 
うえに、団体さんからも「よい企画」などのお声をいた 
だきとても嬉しいです！ありがとうございました!!!（伊藤） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
酒田の孟宗竹/カキ棚支援プロジェクト 
復興支援ボランティア募集！のお知らせ  
東日本大震災で宮城県松島町のカキ養殖棚のすべてが

破壊されてしまいました。復興に懸命に努力されている

松島町磯崎漁業組合に、３年に渡りカキ養殖棚の主材料

となる「酒田の孟宗竹」を送り支援してきました。今年

も引き続き送ります。 

簡単な作業なので参加ご協力をお願いします。 
 
★日時：9月 19日（土）、26日（土）、 

10月 3日～31日の間の毎週土曜日、 

11月 7日～28日の間の毎週土曜日  

いずれも 9：00～11：00 

★場所：酒田市中野俣字沖 

（県道沿い・冷泉寺裏） 

★内容：孟宗竹の間伐、運搬、笹枝払い 

★対象：小学 4 年生以上の健康な方 
 
ふれあい・あじわう・森の感謝祭のお知らせ！ 
 
★日時：10月 12日（月祝）10:00～ 

★場所：悠々の杜見晴台 アイアイひらた駐車場南進

300ｍ（酒田市山楯字南山 32-4） 

★内容：庄内絶景いも煮会、自然観察会、木工体験コー 

ナーなど楽しいコーナー森だくさん!! 

★参加費用：大人 800 円、小学生以下 500円 

      （いも煮・おにぎり）  
申込み・問い合わせ（共通） 
 
認定ＮＰＯ法人ひらた里山の会（和島）  

TEL：080-2833-1320 FAX：0234-52-3466  
メール：nposatoyama@amail.plala.or.jp 

ス
タ
ッ
フ
よ
り 

 
鰰（ハタハタ）保全事業 
「鰰料理の集い 意見交換会」 参加者募集！  
酒田に伝わる「鰰料理」を手造りして日本海に感謝し、

Ｈ28全国豊かな海づくり大会に繋げる事業です。 

★日時：11月 1日（日）9:30～13:30 

★場所：交流ひろば（中町 3-4-5） 

★内容：ギバサとしょっつるの 

パスタを賞味堪能 

★参加費：500 円   

★〆切：10 月 20 日（火） 

★申込み・問い合わせ：ＮＰＯ法人みなと研究会  

TEL：0234-25-2817／080-6018-2820 

メール：moriya-m@purple.plala.or.jp 

＊平成 27 年度公益活動支援補助金事業です。 

 
国際交流まつり in中町 ボランティア募集！ 
 
「国際交流」をテーマに、皆さんが一緒になって交流で

きるイベントを開催します。当日のまつり運営をお手伝

いしてくださる方を募集しています。 
 
★日時：9月 27日（日） 

10:00～15:00のうち可能な時間 

★場所：交流ひろば（中町 3-4-5） 

★対象：どなたでも ★〆切：9月 25 日（金） 

★申込み・問い合わせ：酒田市国際交流サロン 

TEL：0234-26-5615 FAX：0234-26-5617  

メール：kokusai@city.sakata.lg.jp 

   

volunteer@sakata-shakyo.or.jp 

※公益活動団体登録については、審査後決定通知を 

送付します。 

※ボランティアセンター登録については、個人登録、 

メールアドレス登録も募集しています。 


