☆ご自由にお持ちください☆

2017 年も
よろしく
お願いします！

平成２９年

１・２月
No.４７
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





ボランティアや市民活動グループの交流会を今年も開催します！
同じ地域でがんばっている人同士、お話しませんか。今回の出会い
でいつか何かが生まれるかもしれません。
これから活動してみたい方や興味のある方もぜひご参加ください！

★日時：平成 29 年

月

日（土）

14：00～17：30（開場 13：30）

★場所：酒田市地域福祉センター
（新橋 2-1-19

☎23-5765）

★内容：１部 ＰＲタイム
ボランティア・市民活動グループの
みなさんの活動紹介タイムです

２部 交流タイム
お飲み物（アルコールも）と
軽食を準備します
２部は２０歳以上の方が対象です

★対象：ボランティア・市民活動をしている方
詳しくは
お問い合わせ
ください！



興味がある方

★参加費：１人 1,500 円
★お申込み 2 月 1０日（金）まで

準備がある
ので、必ず
お申込み
ください♪

ボラセン（上記）へ（定員 50 名）

 興味のある
 大変有意義な
とっても
素敵な会
でした。

グループを見
つけることが
できたので、
参加してみよ
うと思います。

※折込の申込書をお使いください。

※こちらのＱＲコードから
お問い合わせ、お申込みも
できます(^O^)／

はたはた

ボランティア・市民活動に
一生懸命取り組んでいらっしゃる
方たちに、新年の抱負などを
語っていただきました♪

小林

順子

（こばやし
①

①所属
②ふだん行っている活動
③活動で大切にしていること
④2016 年印象に残ったこと
⑤2017 年に取り組みたいこと
⑥このおたよりを読んでいるみなさんへ一言
大矢 貴幸

じゅんこ）

（おおや

音訳「風と光と」
、山形傾聴塾、

①

絵手紙ボランティアほほえみ
②

音訳ＣＤ製作、読み聞かせ、絵

③

酒田まつりや山鉾製作による
郷土愛醸成事業やわんぱく相

手紙製作、傾聴訪問活動、こころサロン「とまり
木」等で仲間と共に活動しています。

公益社団法人酒田青年会議所
第 51 代理事長

会、ほっとハート庄内
②

たかゆき）

撲等の青少年育成事業など。
③

2017 年度は「魅せる運動で共感を生み出す」と

いろんな形で、誰かの為になればと、志を同じく

いうスローガンを掲げ、酒田ＪＣの運動をより多

する仲間と活動しています。

くの方々に関心を持っていただき、共にまちづく

思いがけなく前田福祉賞をいただいた事です。こ

りを進めていきたいと考えます。自分達のまちの

れも素晴らしい仲間との出会いがあり続けてこ

未来は自分達の手で切り拓いていくという意識を

れたからこそと思います。

持ち、地域の強みを活かした独自性のある施策や

⑤

今年も健康で元気に活動を続けられたら。

地域経済の好循環を生み出すことで、若者が輝け

⑥

自分のやりたい事、探してみませんか！

る持続可能な地域社会を実現していきます。

④

今後とも宜しくお願い致します。

池田

近（いけだ ちかし）

①

ＹＫＧ八幡活性化グループ

②

直に会って情報交換ができる「ＹＫＧリアル情報交換会」
を毎月開催しています。

③

どのようにしたら「八幡」
「遊佐」に興味を持ってもらえる
か考えています。

④ 昨年は「いす１ＧＰ北庄内大会 2016」を初開催しました。参加した選手、
地域の方々から「とても楽しかった」という感想を頂き、嬉しかったです。
⑤ 本年はよりパワーアップした「いす１ＧＰ北庄内大会 2017」を企画してい
ます。
⑥ 一度「ＹＫＧリアル情報交換会」に参加してみませんか？八幡活性化グループ
Ｆａｃｅｂｏｏｋページに情報を更新しております。

ご協力くださった
皆さま、ありがとう
ございました！！
今年もよろしく
お願いいたします。

いざ！という時のために備えよう

「今すぐ聞きたい

防災の心得」を開催しました(^O^)／
防災をみんなで考える機会をつくり、市民への防災意識
の啓発を図るための研修会を 12 月 10 日（土）に開催し
ました。
山形県防災士会 庄内ブロックより６名の講師をお招き
し、防災の心得についてわかりやすいお話しと、グループ
ワークのコーディネートをしていただきました。
グループワークでは、グループごとに「家族と普段決めておく
ことは何ですか？」「今日帰ってすぐできる備えはなんですか？」
などの課題を投げかけ、一人ひとりが出した意見について、講師
よりさまざまなアド
バイスをいただきま
した。

庄内ブロック長阿部貢氏からは、
「自然災害はいつどこで起こるか
わからない。想定外のことが必ず起こる。知力、体力をつけ訓練
を行い、災害時は冷静に判断し勇気をもって行動できるようにし
てほしい。」とお話があり、心構えの重要性について改めて知るこ
とができました。ふだん防災関係の研修などに参加されている方
も、参加されていない方も、いろいろな課題について意見を出し
合うことで、防災意識が高まるきっかけになったように思います。
参加してくださったみなさま、ありがとうございました！

課題１：家族と普段決めておくことは何ですか？
⇒年２回、マップの確認（避難所の場所、危険な場所の確認）をしたほうがよい。

課題２：今日帰ってすぐできる備えはなんですか？（準備したほうがよいもの）
⇒非常持ち出し袋の中身は三か月ごとに点検を。通帳やお薬手帳はコピーを入れておくと便利。

課題３：情報を得る方法はなんですか？（安否確認など）
⇒情報は待つものではなくつかむもの。ラジオ、防災無線などさまざまあるが、最近はＳＮＳ
が繋がりやすい。
（使わない人も、使う人を経由して連絡できる。）

★参加してくださった方からの感想
・災害時に必要な準備や常に気をつけていなければならないことなど改めて考えることができました。
・グループワークでいろんな人の意見が聞けて、こんなのもあるんだなと思ったり、講師の話も
いい話ばかりでした。

12 月 21 日（水）、歌声ランドさかたさんが山容病院
のクリスマス会にて歌を披露しました。歌声ランドさか
たさんは、酒田市内にある高齢者施設などに入所されて
いる方々と楽しく歌い、日々健康で元気に過ごしていただくために出
前演奏を行っている団体です。
イベント当日はクリスマス会にふさわしく、サンタクロースの装いで
演奏し「冬景色」「たきび」「スキー」といった冬の楽曲に、患者さん、
家族の皆さまが盛り上がっていたことが印象的でした。これからも高齢
者が元気に過ごしていけるように活動を継続して欲しいと思います。

今年も 3 月 11 日に酒田市中町モールにて「6 年目のキャン
ドルナイト（生涯学習施設 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。
みなさんからいただいた絵は、宮城県名取市で
行われる「3.11 追悼セレモニー」でも使用されます。
みなさんのご参加お待ちしています！

公益信託 荘内銀行ふるさと創造基金
平成 29 年度 助成申請募集！

★対象活動：学校における教育的な活動、地域住民と一体と
なった社会教育的な活動、県内に伝わる文化的な活動
★助成金額：1 件あたり 10～40 万円（所要額が限度）
★募集締め切り：平成 29 年 2 月 28 日（火）必着
＊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。
URL :https://www.shonai.co.jp/aboutus/csr/kouekij
yosei.html

地域に根ざした市民活動を支援するセミナー2017
「助成金を活用して、活動をステップアップする」開催！
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・申請書の書き方などです。
★日時：平成 29 年 1 月 26 日（木）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 23 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

QR コードで簡単アドレス登録！

冬景色を楽しみながら冬季間の新たな体力づくりと里
山のすばらしさや自然環境の大切さを体験していただき、
年間通して中間山地の賑わいの創出に
つながることを目的にしたイベントです。
★日程：2 月 4 日（土）8:00～13:00
★集合場所：温泉アイアイひらた
★場所：三千坊谷地～鷹尾山（スタート地点までバス送迎）
★対象：小学 4 年生以上
★募集者：先着 25 名
★費用：1,500 円（昼食、入浴料、保険料）
★問合せ：認定 NPO 法人ひらた里山の会（担当：和島）
TEL:080-2833-1320 FAX:0234-52-3466

ブックレット「公益活動団体の紹介」ができました！
酒田市公益活動支援センター
では、毎年、登録団体の紹介
ブックレットを発行しています。
登録団体の活動内容や連絡先な
どの情報が載っています。
ぜひお手にとってご覧くださ
い！
★交流ひろば、市まちづくり推進課、地域福祉セン
ター、文化センターなどに設置しています。
★ボランティアセンターホームページ内でも団体情
報をご覧になれます。
→ http://sakata-vc.com/group/
★問合せ 0234-43-8165（ボラセン）

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 ←

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

絵灯ろうの絵をいっしょに描きませんか♪
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)10 時～
場所：地域福祉センター2 階
費用：無料 ※お申込み不要です！

認定 NPO 法人ひらた里山の会「三千坊谷地～鷹尾山
スノーシュートレッキング」参加者募集！

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。

『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。

追悼のための絵や文字、人々の幸福を願う
絵や文字を描いてぜひお持ちください。
＊Ｂ5 タテ向き（四方に 1 ㎝余白をあける）
＊画材は絵の具、色鉛筆、印刷物など

ス
タ
ッ
フ
よ
り

歌声ランドさかたさんの取材に行ってきました。取材を通
じて、うたって、手拍子をし、音楽を楽しむことによって
聴いている方々が元気に、また笑顔になれるということ
を再発見できたので有意義な取材でした。
（須田）
交流会（1 面）は毎回いろんな方が参加してくださり、現
時点で「行くよ～(^O^)／」
「楽しみ！」と言ってくださる
方もちらほらいらっしゃいます。活動が広がるきっかけ、
仲間の発見などよい出会いがありますように♪（可奈）
さりげないひと言や何気ない行動で相手を和ませたり、場
の雰囲気をよくしたり…気遣いのできる人は素敵ですね！
小さな気遣いが積もり積もって、周りによい影響を与えら
れるようになれたらな…押付けとならないように…（藤井）

