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発行・お問い合わせ：酒田市ボランティアセンター・酒田市公益活動支援センター
●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:24-2626 FAX:24-6299
●公益活動支援センター（交流ひろば内）
：酒田市中町 3 丁目 4-5 TEL:43-8165 FAX:26-5617
E-mail：volunteer@sakata-shakyo.or.jp ＊窓口・お電話は平日 8：30～17：15 です

鳥海山の南麓に位置する日向（にっこう）地区は、市内でもとてもたくさん雪
の降る地域です。自分で除雪することができないご高齢の方、障がいのある方の
お宅では、手助けがないと自宅で安全に暮らすことが難しい状況にあります。
高齢化率の高い地域のため、地域住民だけで
は十分な除雪支援が難しくなってきており、日
まおた屋
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向地区では毎年、市内外のボランティアのみな
さんに除雪ボランティアに参加していただい
ています。今年もみなさんの力をぜひお貸しく
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ださい！

実施日時：①平成 29 年 1 月 28 日（土）＊1/16 まで申込み
②平成 29 年 2 月 11 日（土）＊1/30 まで申込み
7：50～15：00（除雪作業は 9：20～12：30）
作業終了後に昼食交流会を予定しています。
活動地域：日向地区（大台野および升田地区の予定）
集合場所：Ａ 地域福祉センター 8:00
Ｃ 公益ホール駐車場 7:50

Ｂ 酒田駅前 8:00
Ｄ 八幡総合支所 8:20

参 加 費：200 円（昼食代）中高生は無料です！
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雪かき道場とは
雪かきの技術を伝承する研修会です。
テキストでの講習と実技実習を行い、
今後のボランティア活動などにも活用
できる安全で効率的な雪かきを楽しく
学びます。

去年参加した方の感想
・人の役にたててよかった
・地域の方々とふれあえて
よかった
去年除雪対象だった方より
・ありがたかった
・若い人がたくさん来て
くれて嬉しい

会場：日向コミュニティセンター
参加費：1,500 円（テキスト代・保険代等）
夕食交流会費：1,500 円（夕食・飲み物代）
宿泊費：3,000 円（寝具代・入浴代・2 日目昼食代）
お問い合わせ 日向地域ささえあい活動実行委員会
電話 0234-64-4913 FAX 0234-43-0065

ボランティア・市民活動交流会（しりあう(^^)つながる(^^)なにか生まれる!!かもしれない!?）はＨ29 年 2 月 18 日の予定です♪

酒田市公益活動支援補助金事業 報告！
絆盆栽を愛する会
「心和む絆盆栽を石巻市の高齢者へ贈りました！」
一人暮らしをしている高齢者の方に「絆盆栽」を提供し、
盆栽をとおしたコミュニケーションの機会をつくり孤独死
をなくしたいと活動している団体です。10 月 29 日（土）
には、めぐみ野ライオンズクラブのご協力で石巻市の一人
暮らしの高齢者へ「絆盆栽」
が贈られました。受け取った
方からは「立派な盆栽をもら
い、びっくりした」などの声
が聞かれたそうで、会長の阿
部さんは、「毎年石巻へ行き
友情を深め、交流したい」と
話しました。

第 12 回クロマツシンポジウムのお知らせ！
このシンポジウムでは、海岸林保全にかかる
現状や課題、様々な取り組みを紹介します。
★日時：12 月 25 日（日）13:30～16:30
★場所：出羽遊心館 研修室
★内容・講演とパネルディスカッション
「庄内海岸における再生可能エネルギー開発と環境保全」
講師／飯田 哲也 氏（環境エネルギー政策研究所 所長）
パネリスト／菊池 俊一氏（山大農学部准教授）ほか
進行／金子 博 氏（酒田市環境審議会委員）
★会費：500 円（資料代）
★お申込み方法：申込書に記入しＦＡＸしてください。
＊申込書はボラセンホームページにあります。
★お申込み、問合せ：
NPO 法人庄内海岸のクロマツ林をたたえる会
電話：0234-21-5033 FAX：0234-21-5034

手打ちそば会食「ふれあい交流会」のお知らせ！
「打ちたて」
「茹でたて」の手打ちそばの会食です！

★日時：平成 29 年 1 月 29 日（日）11:30～13:00
★場所：一條コミュニティセンター
★対象：どなたでも
★会費：500 円
＊そば打ち体験もできます（材料代 500 円）
。
詳しくはお問い合わせください！

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

研修会「地域とボランティアの関わり」
11 月 24 日（木）、結
城登美雄氏（民俗研究家）
をお招きし、研修会を開
催しました。
講演では、全国の村の
事例から「よい地域をつ
くるための条件」をお話
していただきました。
ワークショップでは、
一人ひとりが考える「悩み」「希望」「気になるこ
と」について書いて共有し、講師より「このよう
な手法を使って、いろんな人と話し合う機会をつ
くるとよい」とアドバイスをいただきました。

山形県庄内発！こころを元気にするプロジェクト
2016「連続講座 いのちとこころを考える」！
いのちとこころを大切にしたいと想う方、関心のある方
ならどなたでも参加できます。
（①は終了しました。）
連続講座②
★日時：平成 29 年 1 月 29 日（日）13:30～16:00
★内容：
【講話】こころのサポーター研修Ⅰ
こころのサポーターの役割や心得について
★定員：20 名（〆切 1/20（金）
）
連続講座③
★日時：平成 29 年 2 月 12 日（日）13:30～16:00
★内容：
【講話】こころのサポーター研修Ⅱ
うつ病について
★定員：20 名（〆切 2/3（金）
）
②、③共通
★会場：楽家（鶴岡市陽光町 10-36）
＊各回、定員になり次第受付終了いたします。
★主催、お申込み：NPO 法人ぼらんたす
電話＆FAX：0235-33-8730（平日 10:00～17:00）
メール：info@voluntas-npo.com

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）
。メールをご
希望の方はこちらへ ←

★お申込み、問合せ：NPO 法人いぶき（担当：小野）
電話：080-6048-6541 メール：ibuki.npo@gmail.com

『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。

広げようボランティアの輪連絡会議 報告！
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高齢者疑似体験に初めてスタッフとして参加しました。
参加した児童も真剣に取り組み、感想を聞いてみると高
齢者の気持ちを理解したようでした。これからは体験し
たこと、理解したことを活かして身近な高齢者の方々を
労わっていってほしいと思います（須田）
12/3 の共募応援コンサートでは、南相馬ファクトリー
グッズ販売のお手伝いをさせていただきました。たくさ
んの方から「可愛い絵柄だね」と購入していただき嬉し
かったです。缶バッチ（1 個 150 円）は社協窓口で購
入可能です。社協にいらしたときはぜひ♪（可奈）
今年も残すところ、あと僅かとなりました。年々時間の
流れがはやくなっているように感じます。来年はもう少
し心にゆとりをもち、まわりに目を向け、些細な変化に
も気づけるようになれたらいいな。（藤井）

酒田市ボランティアセンターは年末年始１２/２９（木）～１/３（火）お休みします。よろしくお願いいたします。

