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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

ボランティアセンター・公益活動支援センター

共催事業

【避難所開設・運営研修会】参加者募集！！
災害時に開設される避難所。そこには、年齢や家族構成、身体・健康状態など
の異なる人が、たくさん避難して来ます。しかし、皆さん、避難所は市役所が開
設するとしても、運営は避難者が中心になることをご存知でしょうか？
この研修会では、その避難所の開設や運営して
いくための知識、役割などについて学びます。
ぜひみなさまご参加ください！！

避難してきた
私たちが、
避難所をつく
っていくんだ
よ！

●日時：平成 29 年 11 月 29 日（水）13：30～15：30
●会場：酒田市地域福祉センター
●講師：齋藤

昭（さいとう

大会議室（酒田市新橋 2-1-19）

あきら）氏（山形県危機管理アドバイザー）

●費用：無料

●対象：どなたでも

※申込み〆切：11/24（金）まで

H28 研修会「今すぐ聞きたい

★お問い合わせ、お申込み先
酒田市社会福祉協議会
酒田市ボランティアセンター（榎本・金内）
TEL：0234-23-5765 FAX : 0234-24-6299

防災の心得」の様子

災害が起こり、ボランティアによる復旧活動が必要となった場合、酒田市
社会福祉協議会では災害 VC を開設し、活動をサポートすることとしていま
す。そのような場合、多くの方のご理解やご協力が必要となります。
災害 VC 開設時、運営スタッフなどとして協力していただける方は、ぜひ
ご登録ください。
災害 VC 協力者に登録された方へは、災害に備えるための訓練や研修会等
についてお知らせします。（メール、ホームページ）

登録用紙（見本）

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Ｈ30 年 2 月 17 日（土）の予定です♪

平成 29 年度 酒田市公益活動支援補助金事業 中間報告！
絆盆栽を愛する会
「被災者へ絆盆栽をおくりました！」
9 月 29 日(金)午後、石巻市の釜会館で石巻めぐ
み野ライオンズクラブの会員のみなさま（46 名）
から昨年に引き続きご尽力いただき、東日本大震災
の被災者に、
「絆盆栽」を下釜第 1 町内会の中浦第
一、第二復興公営住宅に 40 個、釜保育所に 10 個、
ライオンズクラブに 10 個合わせて 60 個寄贈しま
した。
盆栽のお世話
をしながら森林
浴を楽しんで心
和んでいただけ
れば幸いです。
（会長：阿部貢）

トラウベの会
「家族とお産の写真展・講演会」
10月15日(日)酒田市交流ひろばにて、5000の命
を取り上げた助産師 矢島床子さん（東京国分寺・矢
島助産院）＆後藤敬子さんの講演会が行われました。
前日からお産をテーマにした写真展を同時開催。これ
までの人生や出産等について、お話をしていただいた
後、母親や親族、高校生、保育士の方々と命の素晴ら
しさについて語り合いました。参加者から、「助産師
になって、たくさんの
出産に携わりたい」
、
「命の尊さ、出産の喜
びの素晴らしさを再
認識した」等の感想が
寄せられました。会場
は温かく、優しい気持
ちに包まれました。

酒田港イベント実行委員会

side bee project

「プロレスイベントの収益金を酒田市社協
に寄付していただきました！」

「小さな運動ジムのフラワーエクササイズ
DVD撮影を行いました！」

酒田港イベント実
行委員会より、５月の
宵祭りチャリティー
大会と9月のみなと
市場チャリティー大

リズム体操を軸にした健康増進コンテンツを作
成し、市民の集いの場やきっかけ作りにつなげてい
くため活動している会です。11 月 5 日（日）には
この会が考案した、旗あげのゲーム要素を取り入れ
た「フラワーエクササイズ」の撮影が行われました。

会の収益金60,000

DVD は今後包

円をご寄付いただき
ました。
同団体による収益金の寄付は、昨年に引き続き

括支援センター

２回目となります。
ご寄付は、社会福祉活動のために役立たせてい
ただきます。まことにありがとうございました。

などに配布され
る予定です。詳細
は追っておたよ
りでお知らせし
ます！

歌声ランドさかた
「高齢者施設で出前演奏を実施！」
10月19日（木）
、コンフォート樫
の木にて歌声ランドさかたの出前演
奏が行われました。
当日は、歌詞集の中から参加者がリ
クエストした曲を一緒に歌い、楽しい
時間を過ごしました。
出前演奏は、高齢者施設入居の方などから、歌をとおして元気に
なっていただくために行っている活動です。活動にご興味がある方
は、ボランティアセンターまでお問い合わせください。

公益活動支援補助金事業
開催について

予告!!

次号、「雪かき道場開催実
行委員会」による
「雪かき道場 in 酒田市日向」
についてお知らせします！
お楽しみに♪

酒田市ボランティア連絡協議会・（ボラセン）

千葉県よりシンガーソングライター

酒田市生涯学習まつり 2017 に参加しました！

松尾貴臣さんが酒田にやってきました！

10 月２０日（金）～２２
日（日）に「酒田市生涯学習
まつり 2017」が行われ、ボ
ランティア連絡協議会が参
加しました。
会場となった酒田市文化
センターの 4 階では、ボラン
ティアフェスティバルを開
催し、加盟団体のパネル展示
や名刺作成コーナー（無料）
などで、訪れた人たちから楽
しんでいただきました。
また、酒田市ボランテ
ィアセンターも同会場
にて、高齢者擬似体験事
業の用具やおたよりの
展示など、事業の紹介を
行いました。

松尾貴臣さん（千葉県在住）は、全国の病院・
福祉施設を回り音楽を届ける活動を行っていま
す。現在までに公演した「ホスピタルライブ」
は 2000 を数えます。
今回は、１０月２３日（月）に「わかみやの
郷」
「サン・シティⅡ」を訪問し、オリジナルソ
ング「へんぺいそく」や坂本九のカバーソング
「上を向いて歩こう」等、生のライブをお届け
しました。施設の皆さんのご協力もあって、と
ても温かく楽しい時間となりました。

手打ちそば会食「ふれあい交流会」参加者募集！

高齢者・障がい者世帯への除雪ボランティア募集！

「打ちたて」
「茹でたて」の手打ちそばの会食です。

酒田市では地域の支え合いによる除雪援助事業を実
施しています。近年、除雪困難な方が増加しているた
め、除雪ボランティアを募集します。

★日時：平成 29 年 12 月 10 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
★費用：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。
★申込み、お問合せ：NPO 法人いぶき（担当：小野）
電話：080-6048-6541
メール：ibuki.npo@gmail.com

「積水ハウスマッチングプログラム」
2018 年度助成のご案内！
積水ハウス株式会社・関係会社の CSR 活動の一環と
して、グループ会社の役員および従業員から拠出金を募
り、募集内容に合致する活動を支援します。
＊助成の種類は「積水ハウスこども基金」
「積水ハウ
ス環境基金」
「積水ハウス住・コミュニティ基金」
の 3 つです。
＊法人格の有無は問いません。
★応募：平成 29 年 12 月 11 日（月）17：00 まで
＊締め切り日時必着
★問合せ：積水ハウスマッチングプログラムの会事務局
電話：06-6440-3440
★URL：http://www.sekisuihouse.co.jp/matching/

★対象／市内で除雪ボランティアに協力できる個人
または団体（任意団体可）
★活動場所／親類縁者や地区内で除雪ボランティアが
見つからない高齢者・障がい者世帯の
生活道路（玄関から公道まで）
★活動基準日／除雪車が出動する程度の降雪があった日
★奨励金／【個人】１日当たり１千円
【団体】１人１日当たり１千円
★登録／所定の申請書に記入し、市福祉課地域福祉係
または各総合支所地域振興課へ
◆申請書は同課にあるほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。
◆地区内でボランティアが見つからなかった世帯が
ある場合に除雪の依頼を行います。
ボランティア登録をしても、必ず除雪をお願いする
ものではありません。
また自主的な除雪を妨げるものではありません。
★URL：http://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kourei/
koureisyafukushi/koureisya-shien.html
★問合せ：市福祉課地域福祉係 電話 26-5731
これらの情報はホームページにも掲載
しています。ぜひご覧ください！

ボランティアセンター・公益活動支援センター

共催事業

酒田の公益活動を推進するための研修会

開催予告！

活動資金である助成金の周知と申請手続き等を学ぶことで、NPO、ボランティア団体の
活動がより活発になることを目的として開催するものです。
資金獲得にお悩みの方、助成金について聞きたい方はぜひご参加ください！
●日時：平成 30 年 1 月 16 日（火）13：30～
●場所：酒田市地域福祉センター 大会議室
●講師：認定 NPO 法人山形創造 NPO 支援ネットワーク
代表理事 須藤 路子（すとう みちこ）氏、
荘内銀行ふるさと創造基金 担当者
他
＊詳細については、次号で詳しくお伝えします。

歳末たすけあい色紙・楽焼展のお知らせ！

赤い羽根 共同募金 応援
クリスマスコンサートのお知らせ！
「赤い羽根共同募金を応援するためのクリスマスコ
ンサート」を開催いたします。
今年は、親子リトミック教室などの活動をしている
ピアノ＆ヴォーカル『M’S ぷらす』さん、アイリッ
シュハープ奏者の池澤きん子さん、フォークグループ
『酔奏楽部』さんをお招きします。
お友達を誘って、ぜひ、おいでください！
＊チケット代は全て赤い羽根共同募金となります。
★日時：12 月 9 日（土）13：00～15：00
★場所：酒田市地域福祉センター（新橋 2-1-19）
★チケット：一般 1,000 円 高校生・大学生 500 円
（中学生以下無料）
★問合せ、チケット取扱い：酒田市社会福祉協議会
電話 23-5765 FAX 24-6299

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）
。

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

市民の芸術作品創作者から色紙・楽焼等の作品をご寄
付いただき、入札によりその益金を低所得者世帯とその
児童・生徒への激励金として助成する事を目的としてい
ます。是非足をお運びください。
★会場：酒田市総合文化センター（中央西町 2-59）
★期間：11 月 29 日（水）～12 月 6 日（水）
＊作品も募集しています。作品の種類は、色紙（絵、
はり絵、書等）楽焼（茶碗、ぐい呑み、花器等）。
提出期限は11月17日（金）です。
★提出、お問い合わせ：酒田市社会福祉協議会
電話 23-5765 FAX 24-6299

「とまり木コンサート」開催のお知らせ！
土曜の午後のひととき
楽しい音楽で、こころに元気と潤いを
コーヒー片手に、ほっこりしたひととき
を楽しみましょう
★日時：平成 29 年 11 月 25 日（土）13:30～15:30
★場所：中町にぎわい健康プラザ（中町 2-4-12）
★演奏：日和山楽団
★料金：無料、お飲み物無料サービスあり
★申込み：不要、どなたでもお気軽にどうぞ
★問合せ：心の健康づくりボランティア ほっとハート庄内
（代表：齋藤）TEL:090-2842-2841

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^)
『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。

どなたでも参加できます！
ボランティアセンター、
公益活動支援センターに
登録していない団体も OK！

ス
タ
ッ
フ
よ
り

今月は今後の事業に向けて準備するものがたくさんあります。
そして新年が開けると研修会、除雪、絵灯篭、交流会、公益補
助金…と怒涛のようにイベントがあります！すっかりヘトヘト
ですが、元気をなんとか絞り出して頑張ります！（可奈）
二十数年ぶりに職場や街で同級生(女性)数人とバッタリ会いま
した。お互いにすぐに○○さん！と気づき、
「全然変わらねの～」
と褒め合い(*^_^*)中には意外な職に就いている人もおり驚くと
ともに、元気に活躍する姿をみて嬉しくなりました。私もそう
感じてもらえるように取り組んでいきたいと思います！（藤井）
地域福祉センター、交流ひろばの窓口で、赤い羽根共同募金に
３００円以上寄付すると、希望者に「もしぇのん」「あののん」
のオリジナルカンバッチがプレゼントされるとのこと
で私もさっそく 1 個ゲットしました!!自分も楽しみな
がら募金もできるって、いいなぁと思いました。（金内）

ブックレット編集中です！ご連絡のなかった団体については、H28 掲載版の内容で引き続き掲載いたします(^O^)／

