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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

いろんなメニューの中から
あなたの好きなものを選んで体験！
「機会があったらボランティアをしてみたい」
という思いをお持ちのみなさま、ぜひご参加ください！

写真は、
去年の
体験の様子
です。

●中学生～一般
（学習会メニューは小学５・６年生も参加できます）
●7/10（日）はじまりの会に参加できる方
＊ボランティアの心がまえ、ワークショップを行います
ボランティアについて
楽しく学べます♪

●保育園、子どもにかかわる活動…11 メニュー
●ボランティア、市民活動グループの活動…10 メニュー
●障がいのある方たちに関わる活動…4 メニュー
●高齢の方たちに関わる活動…13 メニュー
●番外編

お申込み、
お待ちして
おります♪

夏の学習会…3 メニュー

学習会メニュー
「手話を体験してみよう」

お問合わせ・お申込み：
酒田市ボランティアセンター（交流ひろば内）
電話 43-8165 （平日 8：30～17：15）FAX
メール volunteer@sakata-shakyo.or.jp

26-5617

平成 28 年度 酒田市公益活動支援補助金 採択事業一覧
４／２３（土）１３：３０から地域福祉センターにて
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「公開プレゼンテーション（酒田市公益活動支援補助金
第２次審査会）」を行いました。
今年は１３団体から申請があり、それぞれの団体から
酒田市をよくするためのアイディアが発表されました。
なかには動画を作成し事業を PR する団体もいて、
会場はとても盛り上がりました。

採択事業は、１次審査（書類審査）と２次審査（公開プレゼンテーション）の総合点を出し、決定します。
全団体の発表が終わったあと、その日のうちに採択事業が決定しました！

事業主体

事業名

事業内容
スケートボードを健康的なスポーツとして認知してもらい、

SAKATA SB（サカタヱス
ビー）

スケートボード普及活動と
愛好家の増加と青少年の育成及び活動を通しての地域貢
地域活性化事業
献を目的とする。

にしあらせロコモ教室

ロコモ予防運動の実施により、運動機能の維持向上、集い
の場の創出を行う。また、出前講座を開催し、コミセンへの
にしあらせロコモ健康講座
移動困難者へも対応し、地域全体での活動へと昇華させ
ていく。

可愛いミニ絆盆栽作り

盆栽に興味のある皆さまと、地元の一人暮らしの高齢者、
震災の被災地で一人暮らしをしている高齢者の方に提供
する「絆盆栽」を楽しみながら作る。

S.A.T(Sea・Active・Try）

初めての海釣り体験

誰にでも手軽に自然で体験できる釣りを手段として活用
し、「自然との触合い」「命の大切さ」「自然・資源の保全」
「マナーと安全」を親子で学び感じてもらう。

八幡活性化グループ
（YKG)

イス1－GP北庄内大会
2016

商店街の活性化を図るために始まった「イス-１グランプ
リ」。この全国的に注目されているイベントを酒田市（旧八
幡町）で開催し、大会そのものを楽しんでもらうのと同時に
地元の活性化を図る。

宮海地域おこし企画提案
活動組織

みやうみ海岸海まつり

「宮海ビーチ音楽フェスティバル」を開催し、地域住民が音
楽を通じて内外の人々と交流を深める。さらに風車塔のライ
トアップを行い、地域の新たな魅力を発信する。

歌声ランドさかた

高齢者施設への出前演奏

市内にある高齢者施設に入所されている方々と楽しく歌
い、健康な日々を元気に過ごしていただく。

絆盆栽を愛する会

酒田まつり前夜祭を市民と
獅子王を酒田まつりや商店街イベントに参加させて、まつり
共にもりあげる～酒田限
酒田港イベント実行委員会
やイベントを盛り上げる。また、大会チャリティーオークショ
定レスラー獅子王プロレス
ンを行い収益金を寄付する。
大会～
カキ殻をゴミとして処理せず、有効な資源としてリサイクル

NPO法人 みなと研究会

カキ殻のリサイクルで酒田
活用し土壌改良材として海から山の土に返す。循環型の自
市のゴミを減量化
然環境づくりで地球温暖化防止につなげる。

事業主体

事業名

【あののん もしぇのん音
NPO法人 酒田みなとまち
頭】による地域の輪づくり
づくり市民会議
事業

事業内容
酒田市のマスコットキャラクター「あののん もしぇのん」をモ
チーフに、親しみやすい歌詞とリズミカルな曲調の音頭を製
作。この音頭をもとに地域イベントの活性化と観光客への
新たなおもてなしを構築する。
子どもたちに物づくりの楽しさ、完成する充実感の味わいを

夢物づくり研究会

「酒田産業フェア」会場内
体験してもらう。また、地元企業の「酒田産業フェア」への
での子供物づくり教室、商
出展を促し開発意欲を高めてもらい、新商品開発の一歩と
品展示
なることを目指す。

子どもたちや若者が地元の自然の素晴らしさや楽しさを発
見するきっかけになるように、玉簾の滝、御獄神社で「えみ
し祭り」を開催する。（音楽の演奏、鳥海山ガイド映像の放
映、飲食店出店）

Organize Back Country

えみし祭り

NPO法人 アイル酒田

人とまちの元気をはぐくむ｢
ツイベントを誘致することで、観光資源の拡大、トップアス
スポーツシティ酒田｣
リートとの交流による次世代の選手の育成に貢献する。

スポーツイベント誘致を目指す講演会を開催する。スポー

平成 28 年度 公益活動支援補助金事業 中間報告！

に
5 月 19 日、中央公園にて「酒田限定レスラー獅
、
子王プロレス大会」が行われました。
観
客
獅子王はプロレス愛好団体が考えた酒田限定のマ
も
スクマンレスラーで、さまざまなプロレス大会で酒
熱
田を PR しています。
狂
！
日和山で修業してあみだした“日和山クラッチ”
などの必殺技に、観客はおおいに盛り上がりました。
また、当日のプロレス関連グッズの売り上げなどを、熊本地震義援金として社会福祉協議会に
寄付していただきました。今後もプロレスを通じて地元を盛り上げていってほしいです！（可奈）

地
元
レ
ス
ラ
ー
の
活
躍

平成 28 年度 公益活動支援補助金事業のお知らせ！
初めての釣り教室。
釣って、捌いて、食べてみよう！

①みやうみビーチ音楽フェスティバル、
②風車塔のライトアップショーを開催します！

★日時：7 月 3 日（日）8：30～13：00
ぜひお越しください！（場所：宮海海水浴場）
★場所：酒田港周辺
①★日時：7 月 30 日（土）17：30 開演
★対象：小学生親子 10 組程度
★参加費：無料
※雨天の場合は 8/11（木・祝）
（多数の場合抽選）
＊音楽を通じて内外の人々と交流を深めましょう！
★参加費：お一人 1,000 円
（エサ代、用具レンタル代、保険代、食事） ②★日時：7 月 18 日～8 月 11 日の毎週土曜日
19：00～20：00
★お申込み方法
＊海岸の夜景に彩りを添えます！
氏名、住所、連絡先を下記へお知らせください。
★主催、問い合わせ先 宮海地域おこし企画提案活動組織
★主催、お問い合わせ先 Sea Active Try S.A.T
TEL：090-4880-6697
メール：sakata.sat@gmail.com

元気シニアボランティア募集のお知らせ

にしあらせロコモ教室

介護施設などでのボランティア活動を通じて、いつまで
も元気で生き生きとした生活を送っていただこうとする
制度です。
★対象：酒田市内にお住いの 65 歳以上の方
★活動内容：施設職員などと一緒に行う軽微かつ補助的な

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？

活動（洗濯物の整理作業、除草など）
★特典：活動に応じてスタンプを押印
（1 スタンプ 100P）
最大 5000P 5 千円分のるんるんバス回数券、
温泉入浴券などに交換可能
★申込：印鑑、介護保険証、ボランティア保険料（300
円）を持参し酒田市社会福祉
協議会へ ☎24-2626
★問合せ：酒田市介護保険課
介護認定係 担当山口
☎26-5732

ご相談も受付しております

ひきこもり支援家族教室～若者がやる気になる
ための家族の役割～参加者募集！
テーマ「家庭内暴力の予防」
「ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ」
「望
ましい行動を増やす」など。ひきこもりの家族を持つ方、
ひきこもり支援者の方、ぜひご参加ください。
★開講日：7/13、8/3、9/14、10/12、11/16、
H29 1/12 13:30～16:00
★場所：酒田市地域福祉センター（新橋 2-1-19）
★講師：自立支援センターふきのとう 白幡康則氏
★費用：各回 500 円（資料代）
★申込み：すいむあうと 電話・FAX 0234-26-0061
メール honkyoji@plum.plala.or.jp

参加者募集！

★開催：毎週金曜日 13：30～14：30
★場所：西荒瀬コミセン ★参加費：1 回 200 円
★内容：機能評価（ロコモ度チェック）
、運動指導
＊出前も行います！どこの自治会で行うかは未定です。
★主催、お問い合わせ先：にしあらせロコモ教室
TEL：0234-34-3001（西荒瀬コミセン内）

平成 28 年度 飛島ボランティア活動支援補助金
申請を受け付けています！
飛島で自主的にボランティア活動を実施する団体に
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！
★対象 ２人以上の団体
★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
★お問い合わせ、申請書の提出先
公益活動支援センター（ボラセン 交流ひろば内 ※1 面）
※申請書はボランティアセンターにあるほか、酒田市・ボラ
センホームページからダウンロードすることもできます。

『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・
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

QR コードで簡単アドレス登録！
ボランティア・市民活動に
ついての情報をメールで
送信しています（不定期）
。
ご希望の方はこちらへ
どうぞ→

28 年度のボランティアセンタースタッフです。今年もよろしくお願いします!!
地域福祉センター内：３名

所長 児玉 光二
（こだま こうじ）

ス
タ
ッ
フ
よ
り

所長２年目の今年は、
楽しく長く続けられ
るボランティア活動
を目標に取り組みた
いと思います。７月か
ら始まる「夏のボラン
ティア体験」には多く
の方から参加してい
ただけるように準備
しています。

交流ひろば内：２名

副所長 碇谷 勉
（いかりや つとむ）

佐藤 智子
（さとう ともこ）

藤井 淳子
（ふじい じゅんこ）

酒田市ボランティア
センター担当 3 年目
になりました。あいか
わらず他のボラセン
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。

ボラセン２年目に
なりました。今年は
１つでも多く頑張
っている皆さんの
活動を「生」で拝見
し発信できたらと
思っています。今年
もどうぞよろしく
お願いします！

今年４月から酒田
市ボランティアセ
ンター担当になり
ました。日常の中で
自分にできること
を考え、実践してい
きたいと思います。
どうぞよろしくお
願いします。

佐藤 可奈
（さとう かな）
ボラセンでは、今年
も夏ボラなどの楽
しい企画を予定し
ています！少しで
も多くの方にボラ
センを知っていた
だけるように頑張
っていきたいと思
います(^O^)／

