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はたはた

佐藤

忠博（さとう ただひろ）

①

絵手紙ボランティアほほえみ会

②

毎月２回会員が集まって、ふれあい給食に添える絵手紙を描いています。

③

ボランティア活動を長く続けていくためには、あまり無理をしないで楽
しみながら行うことだと考えています。

④

会が発足してから 10 年という記念の年に前田福祉賞を頂き、とても光
栄なことと思っております。これからの活動の大きな励みになりました。

⑤ 今年は出来るだけ多くの方々へ絵手紙を届けたいと思っています。
⑥ ボランティア活動は、同じ志を持つ人の出会いや仲間づくりの場でもあります。そして、
何かをやってみたいと思っている人が集まり活動の輪が広がっていくと思います。

来生

彩美（左）

（きすぎ

栗本

①
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あやみ）

公益社団法人酒田青年会議所
第５０代理事長

こずえ）

②

酒田西高校

酒田まつりの振興やわんぱく
相撲等の青少年育成事業など

② 夏ボラで２年続けて中平田保育園へ行きました。
今は毎週土曜日にお手伝いさせてもらっています。

喜明（あべ よしあき）

③

本年は「共にある～自由で創造的な未来の
ために～」をスローガンとして掲げています。

③ いつも笑顔でいることを大切にしています。回数を
重ね自分が次何をしたらよいのかを考えることも

何事にも当事者意識を持って、相手の立場を理解し

できるようになりました。

て行動できる人間でありたいと考えています。

④ 去年、ボランティアで中平田保育園にお邪魔させて

④

酒田まつり宵祭りでの秋田竿燈と酒田が誇る立て

いただいた時よりも、子どもたちが成長していて

山鉾の競演。４年振りに動いた立て山鉾の迫力と

うれしかったです。

皆様の歓声と熱気。

⑤ ボランティアで経験したことを活かし、

⑤

をお伝えする節目とします。

保育士になるために、大学でがんばりたいです。
⑥ 皆さん、ボランティアしましょう。楽しいですよ。
※2 人の回答をまぜて掲載しています。

歌を愛し、歌の楽しさを広めたいと活動しているグルー
プです。今年度は、どなたでも参加できる「歌声きっさ」
を開催しています。12/17、ボラセン担当もおジャマして
きました。お茶やおしゃべりを楽しみながら、とても和や
かな雰囲気の中、きよしこの夜♪川の流れのように♪など
を皆で歌いました。
常連さんも初参加さ
んも皆でいっしょに歌
うと皆で楽しくなる♪
と感じました。
（伊）
問☎28-3036（信坂）

当会は本年創立５０周年を迎えます。皆様への感謝

⑥

日頃より多くご支援・ご協力有難うございます。
今後とも宜しくお願い致します。

12/4（金）
、ＣＡＰ庄内の公開講座が行われ、エン
ジェルズアイズ代表の遠藤美季氏より、子どもをとり
まくネットの現状についてわかりやすい
お話がありました。参加者からは「ため
になった。
」との感想が聞かれ、ネットの
安全な使い方について考えるきっかけに
なったようでした。
（可）

久木原

満（くきはら みつる）

①

酒田港イベント実行委員会

委員長

②

当委員会は官民が連携してみなとオアシス酒田を中心に酒田の振興を
はかる活動をしています。

③

酒田はみなとまちなので港をテーマにしたまちづくりを心掛けています。

④

昨年は、みなとでのプロレス大会※酒田港インターコンチネンタルタッグ

選手権や酒田まつり前夜祭でのプロレス大会、全国豊かな海づくり大会プレイベ
ントで、地域の食べるお魚についてのワークショップを開催しました。
⑤

来年も継続して活動を行っていきます。

⑥

これからもご協力とご参加よろしくお願いいたします。

門脇

齋藤 トシ子
（さいとう としこ）
①

ほっとハート庄内（とまり木）

②

心のケアの活動をしていま

昂祐

（かどわき

こうすけ）

①

東北公益文科大学 4 年

②

住民同士が鍋を囲みながらまち
について対話する場を提供する

す。無料のコーヒーサロンで

ことが主な活動内容です。

誠実に寄り添い、希望の見え

③

る応援活動をしております。

楽しんでもらうことです。人が

楽しみながら食事をしている光景が好きで、そうし
③

徹底した守秘義務で安心できる相談を。

④

４月に短時間で会員が決まり、全てスムーズに進

たものをまちづくりとして活かしていきたいです。
④

みこの会を立ち上げたことです。
⑤
⑥

内町に生まれた」ということを改めて認識したこ

今まで以上に悩める人の灯台になれるようにして
いきたい。

とが印象深いです。
⑤

過去を振り向かず、一日一日を大切に生き抜くため
に、どうぞ気軽に来てください。1 月は抹茶を楽し
む会を行います。問い合わせ：0234-93-2409

12 月 20 日（日）に酒田市地域福祉センターにて鰰
（ハタハタ）まつりが開催されました。
海の環境を整え鰰を中心とした海の生物全般の保全、
次世代へ繋ぐことを目的と
しています。紙芝居を使い
ながらの環境保全や、来年
度行われる豊かな海づくり
大会のＰＲなど盛り沢山な
内容でした。
（智）

庄内町模擬議会の議長を務めさせて頂いた時、
「庄

就職で社会人になりますが、後輩にこの活動を継
いでもらって、参加する側で支援したいですね。

⑥

お酒を飲んで、鍋をつつきながら、貴方の夢を
語ってみませんか？

この会社では、酒田に興味を持ってもらうため、酒田ま
つりのラッピングトラックを作り、運送しながら全国にＰ
Ｒするという事業を行っています。
大きな獅子のプリントは迫力十分！これを見た県外の人が
実際に酒田に来
て、地域活性化
につながってほ
しいと感じまし
た！（可）

高校生ボランティアサークル「かざみどり」の
みなさんから、酒田市社会福祉協議会へ
寄付をいただきました！
11 月号でお伝えした「クロ
スロード」に、10 代から 70
代まで、たくさんの方がご参加
くださいました。参加した方か
らは、「立場や年齢の違う人と
普段は話さないことをあくま
でも楽しく語り合うことがで

きました」などのご感想
をいただいています。
ご参加・ご協力くださ
った皆様のおかげでと
てもよい会になったと
感じています。ありが
とうございました!!

東日本大震災追悼のために
今年も灯ろうをつくります
今年も 3 月 11 日に酒田市中町商店街にて「5 年目のキ
ャンドルナイト（里仁館主催）」が行われる予定です。東日
本大震災の追悼のためにキャンドルや灯ろうに光を灯し、
祈りを捧げます。
ボラセンでは、そこで使用する灯ろうの絵を描いてくだ
さる方、灯ろう作りに参加してくださる方を募集します。
いただいた絵は宮城県名取市閖上（ゆりあげ）地区の追悼
イベントでも使用されます。
詳細はボラセンホームページでお知らせ
します（1 月下旬頃）
。
ご参加お待ちしています！
★問合せ TEL:43-8165（ボラセン）

傘福展示即売会の作品募集！
Ｈ28 年春の酒田雛街道は 20 周年を迎えます。この節
目に当たり、酒田初の試みとして傘福展示即売会を企画し
ました。ぜひ、この機会に皆さまの作品を販売してみませ
んか？詳しくはお問い合わせください！
★展示期間：平成 28 年 2 月 28 日（日）～4 月 3 日（日）
★展示場所：清亀園 ＊「古い傘福と古典雛展」同時開催
★募集作品：
「傘福」＊サイズは蛇の目以下、90・60・
30・20 ㎝等。単品も可です。
（傘福用のみ）
★締め切り：2 月 5 日（金）
★問合せ：庄内傘福研究会（担当：村上）
TEL:090-9035-4880

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

12 月 21 日
社会福祉協議会にて

10 月 17 日、18 日
に文化センターで行わ
れた生涯学習まつり中
の１つ、チャリティー
カフェの収益金
33,136 円をいただき
ました。
ありがとうございま
した。

公益信託荘内銀行ふるさと創造基金
平成 28 年度 助成申請募集！
学校教育、社会教育、文化の振興に関する生涯学習に資す
るための活動を支援します。対象活動など詳細は公益信託
荘内銀行ふるさと創造基金ホームページをご覧ください。
★募集締め切り：平成 28 年 2 月 29 日（月）
★URL : http://www.shonai.co.jp/koueki/

地域に根ざした市民活動を支援するセミナー2016「助成
金を活用して、活動のステップアップを図る」のご案内！
内容は、上記の公益信託荘内銀行ふるさと創造基金につ
いて、企画書の書き方と助成金申請のポイントなどです。
★日時：1 月 29 日（金）13：30～16：00
★場所：山形市男女共同参画センター（愛称：ファーラ）
（山形市城西町 2-2-22）★〆切：1 月 25 日（月）
★問合せ：認定ＮＰＯ法人山形創造ＮＰＯ支援ネットワーク
TEL:0237-85-0727

第 10 回 酒田ユネスコ 童謡を歌う会
チャリティー・コンサート！
書きそんじハガキ、未使用切手や小銭が
あればお持ちください。学校がない国の子ど
もたちに学校を贈ります。＊入場無料です。
★日時：1 月 30 日（土）開演 14：00
★場所：酒田市総合文化センター 1 階ホール
★内容：指揮・独唱・指導：関矢順、関矢基博
ピアノ：光國寺菊榮
賛助出演：酒田マリーンジュニア合唱団
★問合せ：酒田ユネスコ協会事務局（担当：五十嵐）
TEL、FAX：0234-24-0947
とある保育園の園長先生より夏ボラに参加した学生さんが、
保育士の夢を叶えるために進学が決まり卒業までの間に
保育園に継続的にボランティアに行くことを聞きました。
その学生さんの夏の体験の一歩から将来の夢に繋がったこと
がとても嬉しく感じました。
（智子）
今年も「何か生まれる！交流会」を開催し
ます！皆さんの素敵な笑顔にまた会いたい
なあ・・♪（可奈）
早瀬昇さんの日（11 月号）はとてもすてき
な一日になりました。早瀬さんのボラの極意
は「駄目で元々」だそうです。
かっこいいなあ～！！（伊藤）

