平成２９年

６月
No.４９
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

写真は、
去年の
体験の様子
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！

●中学生以上でボランティアに興味のある方
（学習会メニューは小学５・６年生～一般の方が参加できます）

●７/９（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…7 メニュー
●障がいのある方たちに関わる活動…5 メニュー
●高齢の方たちに関わる活動…11 メニュー
●番外編

夏の学習会…3 メニュー

お申込み、
お待ちして
おります♪

「盲ろうの方たちと会話をしてみ
よう」（左）
、
「手話を体験してみよう」（右）

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 29 年度 酒田市公益活動支援補助金 採択事業一覧
5 月 13 日（土）13：30 から地域福祉センターにて「酒田市公
益活動支援補助金第２次審査会（公開プレゼンテーション）」を行
い、１次審査を通過した１２団体から、酒田市をよくするための想
いやアイディアが発表されました。
発表団体は、事業内容を写真や図にまとめたり、目の前で歌や芸
を披露してみせたりと、思い思いにアピール。
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！採択事業については以下のとおりです。

酒田市ボランティアセンターでは、採択された事業に関する
情報をホームページやおたよりなどで随時お知らせしていきま
す。イベントやボランティアの募集の際には、ぜひご参加くだ
さい(^O^)／
事業主体

事業名

事業内容

雪かき道場開催実行委員
雪かき道場 in 酒田市日向
会

中山間地域における雪問題は、日常生活に支障をきたす
課題の一つであるが、その除雪対策として雪かきの効率
的な技術を学び、危険な作業が伴う屋根雪下ろしを安全
に行う方法を習得する。

トラウベの会

家族とお産の写真展

少子化に伴い、身近ではなくなってしまったお産の写真を
たくさんの方々にご覧いただき、お産について、命につい
て、子育てについて、話し合いや相談事業を実施する。

side bee project

介護・福祉に携わるスタッフが中心となり、リズム体操を軸
小さな運動ジムのフラワーエクササ
にした健康増進コンテンツを作成。市民の集いの場やきっ
イズ
かけづくりにつなげる。

八幡活性化グループ
（YKG）

いす－1GP北庄内大会

商店街の活性化を図るために始まった「いす-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。

獅子王及び遊佐カレーマンのプロレスラーキャラクターを
獅子王、遊佐カレーマンプロレスに
酒田港イベント実行委員会
通じて、プロレスイベント、展示イベント等のまちづくり事業
よる酒田のまちづくり事業
を行う。

歌声ランドさかた

高齢者施設・デイケアの方々と歌
声ランド実施

高齢者施設入居の方などから、歌声をとおして元気を取り
戻していただく。また、中町にぎわい健康プラザに市民が
集い、歌声ランドで共に元気に過ごしていただく。

あおそ工房あざみ

からむしを育てる事業

からむしを刈り取り、糸にするまでの工程を一緒に手伝っ
てもらい、からむしをもっと広める。

絆盆栽を愛する会

可愛いミニ絆盆栽作り

盆栽に興味のある皆さまと、地元で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に「絆盆栽」
を提供し、楽しんでもらう。

となりのページへ続く→

事業主体

事業名

事業内容

SAKATA SB（サカタヱス
ビー）

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、
スケートボード普及活動と地域活性
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
化事業
献を目的とする。

路地裏芸人’S

以前から興味を持たれていた方や初めての方を対象に、
ジャグリングやバルーンアートを体
ジャグリングやバルーンアートを体験していただき、将来
験する事業
的な地域活性化につなげる。

昨年度、酒田市のマスコットキャラクター「もしぇのん・あの
【もしぇのん・あののん音頭】による
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
NPO法人 酒田みなとまち 地域の輪づくり事業Ⅱ ～完成した
の音頭を製作。今年度はこの音頭のCD・DVDを製作し、
づくり市民会議
BON踊りのCD・DVD製作による”地
市民はもとより酒田に訪れた観光客など、広く多くの人た
域の輪”普及活動～
ちに季節に関わらず楽しめるBON踊りとして普及する。

NPO法人 アイル酒田

人とまちの元気をはぐくむ｢スポー
ツシティ酒田｣

スポーツイベントの誘致等により交流人口の拡大で地域
の活性化を目指す。

平成 29 年度 公益活動支援補助金事業 中間報告！

昨年に引き続き、酒田市のご当地プロレスラー獅
子王が出演するプロレス大会が行われました。
今年は対戦相手として遊佐町を PR する遊佐カレ
ーマンが登場。獅子王と激しく対戦し観客を大いに
楽しませました。
また、プロレス関連グッズや、VIP 席の売り上げ
は、後日、酒田市社会福祉協議会へ寄付される予定
です。今後も獅子王関連の展示会や、プロレスをテーマにしたまちづくりシンポジウムが開催される
予定です。ますます地域を盛り上げるために活動を広めていってほしいと感じました。（可奈）

平成 29 年度 公益活動支援補助金事業のお知らせ！
あおそ工房 あざみ

ボランティア募集！！

からむし（イラクサ科の多年生植物。あおそ(青苧)
とは、茎の部分から採れる強くしなやかな繊維の
こと）を刈り取り、糸にするまでの行程を一緒に
手伝ってくださる方を募集します！
★刈り取りの時期：5 月下旬～10 月下旬
※雨天時は中止の場合あり
★場所：酒田市仁助新田 川原
★対象：一般の方（関心のある方）
★申込み・問合せ先
あおそ工房 あざみ 代表 今野 志美子
電話 080-5225-2054

歌声ランドさかた
「にぎわいサロンコンサート」！！
子どもから大人まで楽しめるコンサート
です。キッズアンサンブルの賛助出演も
あります。ぜひお越しください！（入場無料）
★日時：平成 29 年 6 月 24 日（土）、25 日（日）
いずれも午後 2 時～3 時半
★場所：中町にぎわい健康プラザ 集いスペース
※マリーン５清水屋モール向かい
★内容 みんなで歌おうコーナー、マリンバソロなど
★主催、問い合わせ先
うた声ランドさかた 電話 080-1830-8460

平成 29 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・グループで、ボランティア
を計画的に実施する場合
★対象活動 草刈り活動、農地保全・向上活動、高齢
者または障がい者を支援する活動、自然
林の下刈り活動、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。
※特定の者の利益となる活動、他の補助金
等の交付を受けている活動などは対象外です。
★助成額 飛島定期船の旅客運賃相当額
＊乗船料金（往復）は、大人（中学生以上）4,200 円、
子ども（小学生、幼児）2,100 円です。
★お問い合わせ、申請書の提出先
公益活動支援センター（※連絡先は 1 面をご覧ください。）
※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。

傾聴ボランティアを募集します！
自宅でひとり暮らしをしている方や施設等を訪問し、
相手が話したいこと、聞いてほしいことに対して丁寧
に耳を傾け、相手の気持ちを汲みとり、心のケアをし
てくださる個人ボランティアを募集します！資格は不
問です。
★申込み・お問い合せ先
酒田市ボランティアセンター
（地域福祉センター内、交流ひろば内 ※１面参照）

スペシャルオリンピックス山形
ボウリングプログラム ボランティア募集！！
知的障がいのある方たちがボウリングを行うときの
見守りや声かけを行うボランティアです。
★日時：毎月第 2、第 4 土曜日 9:50～11:30
★場所：大成ボウリングセンター
（酒田市東両羽町 6-17）
＊詳細はお問い合わせください。
★お問い合わせ：
NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・山形
酒田事務局 （担当：五十嵐）
電話 070-6571-6739
＊スペシャルオリンピックスとは、知的障がいの
ある方たちに、様々なスポーツトレーニングと
その成果の発表の場である競技会を提供して
いる国際的なスポーツ組織です。：

『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。

QR コードで簡単アドレス登録！

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

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→

29 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

交流ひろば内：２名

金内 早苗
藤井 淳子
所長 碇谷 勉
副所長 榎本 浩
（いかりや つとむ） （えのもと ひろし） （かなうち さなえ） （ふじい じゅんこ）

ス
タ
ッ
フ
よ
り

多くの方々のボラン
ティア魂に灯をつけ
られるよう、ボラセ
ンだよりやホームペ
ージ、SNS 等の様々
な方法を利用し情報
提供させていただき
ますので、よろしく
お願いします。

活動されている団
体・個人の方々が
たくさんおられる
ことを心強く思い
ます。がんばりま
すのでよろしくお
願いします。

４月からボラセン
担当になりました
金内です。
日々勉強の毎日で
すが、少しでも皆さ
んのお役にたてる
よう、がんばりま
す。よろしくお願い
します。

担当２年目です。ボ
ランティア活動を
通し、地域を支えて
いる人がたくさん
いるのだなと実感
しています。多くの
活動体験予定です。
お気軽に声をかけ
てくださいね！

佐藤 可奈
（さとう かな）
なんと 5 年目です。
ボランティアして
いる方、これからし
たい方たちと何度
もやりとりしてい
るなかで、顔を覚え
てもらい、交流が広
がっていくのが毎
日楽しいです(^^)

