平成２７年
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No.３5
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

日時：１２月１２日（土）１３：３０～１６：３０
場所：酒田市地域福祉センター（新橋 2-1-19

☎23-5765）

内容：クロスロードを使った防災研修
進行：松永隆さん（酒田市職員）
対象：どなたでも

※参加に配慮が必要な方はご相談ください

申込み：①お名前②年齢③所属（あれば）④電話など を
１２月７日までボラセン（上記）へ
定員：５０人

♡









公益のふるさと協働フォーラム運営会議より
「地域づくり団体交流会」のお知らせ！
NPO 等、多様な主体のネットワークの構築、連携し
た地域づくりの推進を図り、「公益のふるさと創り」に
つなげるため開催するものです。
地域づくりに興味のある方、NPO 法人やボランティ
ア団体で活動している方、企業、学校、行政、様々な方
の参加をお待ちしております。
★日時：11 月 28 日（土）14:00～17:00
★場所：東北公益文科大学 公益研修センターホール
1 階 中研修室（酒田市飯森山 3-5-1）
★内容：地域で活動する団体による活動発表
YY ボランティアサークル団体による活動発表
公益大による地（知）の拠点整備事業の取組み紹介
公益大 阿蘇裕矢特任教授による講評
交流会 ※カフェテリアに移動
★参加費：無料 ※カフェテリア内での購入は各自
★問合せ・申込み先
山形県庄内総合支庁 総務課 調整担当
TEL：0235-66-5418 FAX：0235-66-2835

2016（平成 28）年度
年賀寄附金配分団体公募のお知らせ！
お年玉付き郵便葉書等に関する法律に定められた
10 事業（福祉、被災者の救助・災害の予防、文化財
保護、青少年健全育成、スポーツ振興、地球環境保全
など）を行う団体に配分されます。
詳細は下記のホームページでご覧ください。
★受付期間：平成 27 年 11 月 13 日（金）まで。
★問い合わせ：日本郵便株式会社 総務部
環境・社会貢献室
電話 03-3504-4401
★URL http://www.post.japanpost.jp/kifu/

「年賀状作成講座」参加者募集！
Word「差し込み文書」を使って年賀状を作成します。
興味のある方はぜひご参加ください。
★日時：11 月 16 日（月）10:00～12:00
11 月 19 日（木）
、26 日（木）13:30～15:30
★場所：ひらたタウンセンター
★受講料：2,100 円（3 日間）＋テキスト代 200 円
★募集人数：4～16 名（定員になり次第〆切）
＊事前にお申込みが必要です。
＊3 日間参加できないときはご相談ください。
★問い合わせ：庄内シニアネットクラブ（佐藤）
TEL：22-1375 メール：taeosamu@sea.plala.or.jp

サロンなどで使える１０分くらいの運動を指導できるよ
うに学ぶ講座です。地域活動の担い手を育成しようと企画
されました。全３回のうちの第１回が、10/22、本楯コミ
センにて行われました。
運動技術があっても、
「伝
える」力がなければ、上手
く 教 え る こ とは で き ませ

10 月 9 日（金）
、
「青色パ
ト出発式」が行われました。
地域高齢者見守り隊は、認知
症などによる徘徊高齢者の見
守り活動を目的とした団体で
す。行方不明事案が発生したときに、青色回転灯
を点灯した車両で地域を巡回します。
徘徊高齢者は増加傾向にあります。高齢者の安
全な暮らしを守るために、警察や市などと連携し
て取り組んでいってほしいと思います。

山形県庄内発！こころを元気にするプロジェ
クト「こころ元気サロン」のお知らせ！
おいしいお茶を飲みながら
ゆっくりおしゃべりしてみませんか？
★日時：平成 27 年 10/30（金）
、11/14（土）
、
11/27（金）
、12/19（土）19:00～21:00
（この時間やっています。出入り自由です。
）
★場所：鶴岡市総合保健福祉センターにこ♡ふる ３階
★問い合わせ：ＮＰＯ法人ぼらんたすまで
FAX：0235-33-2036
メール：info@voluntas-npo.com

「からむしと木工細工と編み物教室」
展示会のお知らせ！
青苧（あおそ ※別名：からむし）は、その茎から繊
維のとれる植物です。「酒田青苧工房あざみ」では、
青苧から作られた糸で製品を作っています。
ぜひご覧ください！
★期間：11 月 6 日（金）～9 日（月）
10：00～17：00
★場所：さかた街なかキャンパス（中町 1-8-5）
★問い合わせ：酒田青苧工房あざみ
080-5225-2054

ん。今回は、そのためのコミュニケーション力
について学びました。講師から「自分はこう言
いたいけれど、相手にはどう伝わったかな？」
を考えることが大切とお話がありました。参加
した皆さんには笑顔が多く見られ、とても楽し
みながら学んでいる様子でした。

酒田珠算連盟では、日本に昔からある 10 進法にすぐ
れたすばらしいそろばんを子どもたちに触れてもらい
たいという思いで、活動しています。
「そろばんは昔なくてはならないものだった。」との
お話に、興味深くそろば
んを使って計算し、「願
いましては～」の掛け声
で読み上げ算がはじま
ると集中して計算して
いました。

人とのふれあいがあり、心安まる場所
『コーヒーサロン とまり木』！
お散歩や買い物の帰りにちょっと寄ってみませんか？
★日時・場所 ※時間はすべて 13：30～16：00
○勤労者福祉センター １階 第 1 会議室
11/14（土）12/12（土）1/9（土）2/13（土）
○交流ひろば 2 階 研修室
11/25（水）12/16（水）1/20（水）2/24（水）
★問：ほっとハート庄内 TEL:090-8610-2058
FAX：0235-33-2036
庄内視覚障がい者の会
ボランティア募集！
メール：info@voluntas-npo.com
庄内視覚障がい者の会の皆さんは、月に 2 回
テーブルテニス（卓球）を通して交流しています。
それを円滑に行うために、簡単なお手伝いをしてくださ
る方を募集しています。
★開催日：日曜日の 9：40～15：30
＊11 月は 1 日、29 日の予定です。
それ以降はお問い合わせください。
＊時間は、都合のよい時間で構いません。
★場所：酒田市身体障害者福祉センター（北今町 3-8）
★内容：テーブルテニスをしているときのお手伝い（ボ
ール拾いなど）、施設内での移動のサポート
★問い合わせ：庄内視覚障がい者の会（担当：富樫）
TEL：52-2871 メール：kazuo99@agate.plala.or.jp

赤い羽根共同募金は、福祉のまちづくりのための、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、ご参加をお持ちしております。

参加費は全額共同募金会
への募金となります。

と き 平成２７年１２月５日（土）午後１時～
ところ ひらたタウンセンター シアターＯＺ（オズ）
参加費 １０００円（チケット代） 出演者
中学生以下無料
●酒田吹奏楽団
●酔奏楽部
●ハミングバーズ・チームオーマチーノ

主催・お問い合わせ
酒田市社会福祉協議会

☎２３－５７６５

市民の芸術作品創作者から色紙・楽焼等の作品をご寄付い
ただき、入札によりその益金を低所得者世帯とその児童・
生徒への激励金として助成する事を目的としております。
是非足をお運びください。期間：12/3（木）～12/7（月）

福島県浜通りの福祉作業所のなかまが行っている復興プロ
ジェクト「南相馬ファクトリー」のグッズを会場内で販売
予定です。売り上げは全額ファクトリーへ送られます。
●日時：１２月２０日（日）１０時３０分～
●会場：酒田市地域福祉センター
（酒田市新橋２丁目１－１９）
●参加費：無料

うどんやそばをしょっつる（ハタハタを原料にし
た魚醤）で味わう、しょっつるうどんの試食会や
豊かな海づくりについての講演会の他、絵手紙体

volunteer@sakata-shakyo.or.jp

験会や山形の環境についての紙芝居学習など、楽
しいイベントが盛りだくさんになっています。

お問い合わせ 主催：ＮＰＯ法人みなと研究会
080-6018-2820（守屋）
共催：酒田市ボランティア連絡協議会
080-2818-7567（伊賀）
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

ス
タ
ッ
フ
よ
り

先日伊藤さんと「HANDSIGN」のパフォーマンスを見
てきました。手話を取り入れた歌とダンスは表現力たっ
ぷり！地元の手話サークル・高校生などの手話パフォー
マンスもあり、たくさんの笑いと元気をもらい
ました！（可奈）
赤い羽根共同募金の季節になりました。皆さんの温かい
お気持ちを毎日窓口で感じております。（智子）
この時期はイベントがたくさん。イベントも友人との集
まりも、その後の自分の糧になるような、後から何度も
思い出すような、ステキな時間になることがあります。
どうにかがんばっていろいろ参加したいです。（伊藤）

