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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

平成 30 年度

庄内地域広げようボランティアの輪連絡会議

研修会

明日からのボランティア活動をより楽しむために
～こころを元気にする講座～ 参加者募集！！
日時：平成 29 年 11 月 15 日（水）13：30～16：30
会場：鶴岡市京田コミュニティ防災センター
（鶴岡市高田字下村 336-1）
内容：一部

講演会

二部

参加料

交流会

無料！

対象：どなたでも
定員：80 名

＊事前にお申込みが必要です。

≪講師≫ 塩野 貴美（しおの

たかみ）氏

「コーチング・メンタルヘルス研修 PresentTime 代表」
山形県出身。2012 年、人を笑顔にするためのコミュニケーションゲームカード
「こころカード」を開発する。
「働く人を元気にしたい」という想いを持ち、コーチングやメンタルヘルス等の
技術を使って、心地よく生きるコミュニケーションのヒントを伝えています。

酒田市ボランティアセンター
〒998-0044 酒田市中町 3 丁目 4-5（交流ひろば内）
TEL：0234-43-8165 FAX : 0234-26-5617

お申込みは、
11 月 2 日（木）17：15 まで。
（お名前、所属、連絡先
をお聞きします）

庄内地域のボランティア活動の活性化や、相互の連携強化を
目的に、情報交換や研修を行っています。

平成 29 年度 酒田市公益活動支援補助金事業 実施状況報告！
事業主体

事業名

事業内容

実施状況

雪かき道場開催実行委
雪かき道場 in 酒田市日向
員会

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 今後：参加者募集（１２月予
て雪かきの効率的な技術を学び、危険な作業が 定）
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
写真展（１０月１４日、１５
写真をたくさんの方々にご覧いただき、お産につ
日）、講演会（１０月１５日）開
いて、命について、子育てについて、話し合いや相
催
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
小さな運動ジムのフラワーエ
体操を軸にした健康増進コンテンツを作成。市民 今後：合同練習予定
クササイズ
の集いの場やきっ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
いす-１ＧＰ実施（９月１７日）
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、遊佐カレーマンプロ 獅子王及び遊佐カレーマンのプロレスラーキャラ プロレス大会実施（５月１９
酒田港イベント実行委員
レスによる酒田のまちづくり クターを通じて、プロレスイベント、展示イベント等 日）
会
今後：展示会予定
事業
のまちづくり事業を行う。

歌声ランドさかた

高齢者施設入居の方などから、歌声をとおして元
高齢者施設・デイケアの方々 気を取り戻していただく。また、中町にぎわい健康 コンサート実施（６月、９月）
と歌声ランド実施
プラザに市民が集い、歌声ランドで共に元気に過 今後：出前予定
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。

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
区等）に住む高齢者や被災
高齢者、震災の被災地で一人暮らしをしている高
地への盆栽提供（１０月～順
齢者に「絆盆栽」を提供し、楽しんでもらう。
次）

刈り取り実施（５月）
今後：担い手養成講座予定
（１１月）
今後：酒田市内（泉、松陵学

絆盆栽を愛する会

スケートボード大会実施（９月

スケートボードを健康的なスポーツとして認知して
SAKATA SB（サカタヱ スケートボード普及活動と地
２４日）
もらい、愛好家の増加と青少年の育成及び活動を
今後：スケートボードスクール
スビー）
域活性化事業
通しての地域貢献を目的とする。
（１１月末まで）

ジャグリング体験会実施（９月

以前から興味を持たれていた方や初めての方を
ジャグリングやバルーンアー
１６日）
対象に、ジャグリングやバルーンアートを体験して 今後：バルーンアート体験会
トを体験する事業
いただき、将来的な地域活性化につなげる。
予定

路地裏芸人’S

【もしぇのん・あののん音頭】
による地域の輪づくり事業Ⅱ
NPO法人 酒田みなとま
～完成したBON踊りのCD・
ちづくり市民会議
DVD製作による”地域の輪”
普及活動～

NPO法人 アイル酒田

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。今年度はこの音
今後：CD・DVD配布予定
頭のCD・DVDを製作し、市民はもとより酒田に訪
れた観光客など、広く多くの人たちに季節に関わ
らず楽しめるBON踊りとして普及する。

人とまちの元気をはぐくむ｢ス スポーツイベントの誘致等により交流人口の拡大
今後：講演会予定
ポーツシティ酒田｣
で地域の活性化を目指す。

事業は折り返し地点！ボラセンが実際に見に
行った事業については、3 面をご覧ください！
今後の情報についてはボラセンホームページ
新着情報にて更新します♪
ホームページ：http://sakata-vc.com/

平成 29 年度 酒田市公益活動支援補助金事業 中間報告！
路地裏芸人’Ｓ
「ジャグリング体験会」

八幡活性化グループ（YKG）
「いす-1GP 北庄内大会」

路地裏芸人‘Ｓによるジャグリング体験会が、

9 月 17 日（日）酒田市観音

９月１６日（土）に琢成学区コミュニティ防災セ

寺商店街にて『いす-1GP 北庄

ンターにて行われました。

内大会』が行われました。いす

路地裏芸人’S 佐藤代表より、ジャグリングの

-1 とは京都で考えられた商店

道具について説明があったあと、ボールジャグリ

街活性化イベントで、事務いす

ングや皿回しなどに挑戦！！

に乗り 1 周 200 メートルのコ

参加者は「自分でやってみようと思っても、道
具を準備できな
い。ジャグリン

この日は県内外から 24 チー
ムが参戦し、沿道の応援を受け

会があって良か
った」と喜んで

ながら諦めずに完走！参加し

いました。

イベントでした。

」 ９月24日（日）酒田港
スケートパークにて「ＳＡ

た方も見ている方も楽しめる

歌声ランドさかた
「にぎわいサロンコンサート」
10年ほど前から最初は４人の会（よったり会）
として、東高ＯＢ４２の会（東高ＯＢよんにーの会）

０１７」を開催。県内外か

メンバーで歌声活動を施設等で開始。昨年度よりさ
らに活動を広げ、歌声ランドさかたと命名し活動さ

らエントリーした多くの

れている団体です。9月２３日（土）、２４日（日）

スケータ―が、日頃の成果

の両日、中町にぎわいプラザ 集いのひろばにて「に

を競い合いました。

ぎわいサロンコンサート」を開催しました。
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ースを 2 時間で何周走れるか

また、５名のプロスケー

訪れた市民のみなさ

ターによるデモが行われ、
プロの技を間近にみるこ

んは、キーボードやギタ

とができるチャンスに、会

月のシリーズを集めた

場はより一層盛り上がり

歌を一緒に歌い、楽しみ

ました。

ました。

あおそ担い手養成講座のご案内！
からむし（青苧・あおそ）を刈り取り、
糸にするまでの工程などを DVD でレク
チャーします。ぜひお越しください！
★日時：11 月 11 日（土）
13：30～14：30
★会場：さかた街なかキャンパス
（酒田市中町 1-8-5）
★費用：無料
＊からむし作品の展示もあります。
★連絡先：あおそ工房 あざみ（今野）
TEL：080-5225-2054

ーなどの伴奏にあわせ

↓ からむし（青苧）とは・・・

あなたの公益活動を紹介します
ブックレット簡易版作成にご協力ください！

完成版は A3 用紙
2 枚（8 ページ）

登録団体の活動紹介を掲載したブックレットの簡易版を作成します。
連絡先や担当者など、変更があった団体はボラセン（1 面）へご連絡ください！

になる予定です。

※ご連絡がない場合は、28 年度版の掲載内容で引き続き掲載させていただきます。

掲
載
内
容

活動
団体名
分野

連絡担当名

TEL

メール・HP・
Facebook

FAX

実車を使った整備士の仕事が体験できます。
★日時：平成 29 年 11 月 18 日（土）
、12 月 9 日（土）
両日 18：00～19：30
★場所：山形ダイハツ酒田店（酒田市泉町 1-2）
★対象：小学 4～6 年生で 2 回参加できる方
★定員：30 人
★費用：1,500 円
★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

「赤い羽根共同募金」助成先募集中です！
社会福祉が目的で、地域の課題に対応する
先駆的な事業などへ助成します。
ボランティアグループ、福祉団体などの
みなさま、ご相談ください。

地域社会を支えている人々や次世代の社会を担
う人材を対象とし、地域と一体となって「地域コミ
ュニティの再生と活性化」に取り組む事業を支援し
ます。
活動分野は問いませんが、それぞれの
地域社会において重要な課題に取り
組む活動を推奨します。
★募集期間：平成 29 年 11 月 10 日（金）まで
★問合せ：日本たばこ産業株式会社 CSR 推進部
社会貢献室 電話：03-5572-4290
★URL：https://www.jti.co.jp/index.html

2018 年度「セブン・イレブン記念財団」
環境市民活動助成のご案内！

＊申し込み書類を作成するのに少し時間がかかります。
ご相談はお早めに。詳しくはお問い合せください。
★受付：平成 29 年 10 月 31 日（火）まで
★問合せ：酒田市共同募金委員会（酒田市社協）
電話：0234-23-5765 FAX：0234-24-6299

全国のセブン-イレブン店頭募金箱に寄せられ
た、お客様からの募金と(株)セブン-イレブン・ジャ
パンからの寄付金で皆様の環境活動を支援します。
＊助成の種類は「活動助成」「NPO 自立強化助成」
「緑化植花助成」「清掃助成」の 4 つです。
助成の趣旨によって、対象団体や助成金の使途、
助成期間が異なります。
★受付期間：11 月 1 日（水）～30 日（木）まで
★問合せ：一般財団法人 セブン-イレブン記念財団
電話：03-6238-3872
メール：oubo.18b@7midori.org
★URL：http://www.7midori.org

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）
。

ご希望の方はお名前と、件名に
「メール希望」と記入してメー
ル送信してください(^O^)

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

メンバー募集
の有無

2018 年度「ＪＴ ＮＰＯ助成事業」のご案内！

夢チャレンジ！メカニック競技会 参加者募集！

『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。

活動概要

ス
タ
ッ
フ
よ
り

いす-1GP（3 面参照）では、地産地消のグルメを味わったり、
雨の中選手たちのアツい走りを応援したりと、取材する側も楽
しかったです(^^)今後も公益補助金事業がゾクゾク開催されま
す。みなさんも気になった事業を見に行ってみては!?（可奈）

先日、心身ともにフーッと軽くなるような気持ちになりまし
た。その出来事を文字にするには、おたより１面必要になる
ため割愛しますが、言葉は良くも悪くも大きな影響力を持っ
ているのだなぁ…と改めて感じているところです。（藤井）
秋は活動の季節♪ 週末は、公益補助事業の視察に行ったり、
産業フェアに遊びに行ったり、公私ともに充実した日々を過
ごしております。イベントを通して、みなさんの“地元愛”
が感じられ、庄内の良さを再発見しています(^O^)／（金内）

