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本補助金制度は、平成 31 年度をもって終了します。

平成 31 年度 酒田市公益活動支援補助金 応募開始！
酒田市公益活動支援補助金事業は、市内で行っている公益活動の取り組みを、さらに広げてい
くための活動を応援し、魅力あふれる酒田をつくっていくための制度です。
ぜひ、この機会にみなさんの「思い」や「アイデア」を形にしてみませんか。
※新制度に関しては、決まり次第 市広報及びボラ・公センだよりにてお知らせする予定です。
●対象団体：ボランティア・公益活動センターに登録している団体で代表者および半数以上の構
成員が市内に住所を有し、主に市内で計画的に公益活動を実践する５人以上の団体
※未登録の団体は申込時に登録が必要
●対象事業：不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として自主的に行う
組織的な公益活動
●助 成 額：交付決定日（5 月下旬予定）から翌年３月までに行う活動の経費が対象
対象経費の３分の２以内で３０万円を上限として助成します
※経常的な運営経費などは対象外
●申し込み：４月 3 日（水）午後５時まで（期限厳守）に、所定の申請用紙と必要書類を交流
ひろば 1 階 酒田市ボランティア・公益活動センターへご提出ください
●審

査：１次審査／書類審査
２次審査（１次審査通過団体のみ）／公開プレゼンテーション（企画の説明、発表）
日時／５月1１日（土）午後１時30分～

●公開プレゼンテーション審査員募集

場所／地域福祉センター（新橋2-1-19）

対象／本市在住で応募団体と利害関係の

◆２次審査はどなたでも見学可能

ない方
定員／若干名（申込み多数の場合は抽選）
申込み／４月12日(金) 当センターまで

◆

（TEL 43-8165）

事業主体

事業内容

宮海地域おこし

７月１３日（金）～８月１５日（水）

企画提案

海水浴場・その周辺で様々なテー

活動組織

マを取り入れイベントを開催

事業主体

DO IT
実行委員会

６月（石巻市）、随時（市内）
一人暮らしの高齢者・高齢者世帯

絆盆栽を

に「絆盆栽」提供

愛する会

ふれる音楽フェスティバルを開催
９月２４日（月）

歌声ランドさかた

にぎわい健康プラザにて人々が明
るく元気に過ごせるよう、歌声活動

活動

１０月１４日（日）
トラウベの会

お産、命、子育てについて講演会を
開催

教室、プロレスラーに学ぶ体力向上

※写真展も同時開催

教室を開催

２月２日（土）～３日（日）

９月２２日（土）
地元の自然の素晴らしさや楽しさを

Back Country

地元の若者たちによる手作り感あ

を開催

事件にまきこまれないための防犯

Organize

６月９日（土）

「絆の家」にて「絆盆栽」の維持管理
５月１９日（土）

プロレス愛志隊

事業内容

発見するきっかけづくりとしてえみし

へらへらでゅう会

中山間地域における除雪の担い手
不足解消のため即戦力となるボラ
ンティアを育成

祭を開催
１０月２１日（日）、３月２３日（予定）
酒田吹奏楽団

酒田市内の高校吹奏楽部の技術
向上を図るための管楽器講習会

絆盆栽を愛する会では、高齢者の皆さんが、
ミニ石付き盆栽に話しかけながら心和む毎日
を楽しんでもらいたいと、去る１０月、１１月
に下記のとおり絆盆栽を提供しました。
●10 月 20 日、21 日------------------------琢成学区コミュニティ振興会へ 50 個
※協力 琢成コミ振
田賀会長、和島事務局長
●11 月４日-------------------本楯コミュニティ振興会へ４１個
※協力 本楯コミ振、
青葉会長、各役員のみなさま

２月２日（土）～３日（日）、
「雪かき道場 in
酒田市日向」初級・中級コースが開催され、県
内外から 20 名が参加されました。
１日目は、安全で効率的な雪かきの為の座
学・道具の使用方法を学びました。
２日目は、升田地区の高齢者宅をお借りし、
雪下ろしの実施と除雪作業を行いました。
参加された方から「安
全な雪かき作業の普及に
頑張りたい」や「日向地
区の人の温かさに触れ道
場にまた参加したい」な
どの感想がありました。
参加されたみなさん、
ありがとうございます。

ボランティア・市民活動を行っている方や興味がある方同士でお話ししたり、地域で行われ
ている活動を知ったりする機会をとおして、つながりが生まれ、いつか何か新しい活動につな
がれば、との思いから、毎年ボランティア・市民活動交流会を開催しております。
６年目の今年は、24 団体 6 個人 ５２名の方からご参加いただきました。
第 1 部は、参加いただいた団体によるＰＲタイム♪
それぞれ、活動内容や会員の募集のよびかけなどを行いました。
発表時間が 1 団体２分 30 秒と短い時間ながら、みなさんの熱い
想いを聞くことができ、大変有意義な時間となりました。
第 2 部は、軽食をとりながらの交流タイム♪
気になる団体さんとお話ししたり、体験コーナーで「ＮＰＯ法人 日
本国末端技術研究所」の「色合わせパズル」や「路地裏芸人’S」の
「ジャグリング」を楽しんだり。最後には全員で記念撮影と「糸」
の斉唱をし、和やかな雰囲気でおひらきとなりました。
●参加者からのコメント：
「とっても充実した一日で楽しかった。沢山の人達とつながれてうれしかった。
」
「毎年新たな人、団体が登場されるので、とても心強く感じる。
」
「幸せは誰かから伝わって生まれてくるし、自分から誰かにつながっていくものだ
なと実感しながら順送りしていきたい。
」

酒田の中でも、とても雪の多い八幡日向地区
において、
「日向ささえあい除雪ボランティア」
が実施されました。
雪が降るたびに大変な思いをされている高
齢者のためにと、1 月 26 日（土）
、2 月 9 日
（土）の２日間合わせて約 130 名のボランテ
ィアが集まり、それぞれ地域の方と一緒に除雪
作業に汗を流しました。
作業のあとの昼食
交流会では、
「活動先
のおばあさんが喜ん
でくれて良かった」
などの感想が聞かれ
ました。
みなさんありがと
うございました！

東日本大震災から 8 年。
今年も、当センターでは
東日本大震災復興を応援す
る光を灯す「絵灯ろうの絵」
の募集と絵灯ろうづくりを
行いました。
お寄せいただいた絵灯ろ
うの絵は、宮城県名取市で
行われる追悼セレモニーへ
寄贈するとともに、3 月 11
日（月）に開催された「8
年目のキャンドルナイト in
中町」
（里仁館主催）にて使
用いたしました。
ご協力いただきましたみなさま、ありが
とうございました。

～酒 田 日 和 山 公 園 桜 まつり 期 間 中 におけ る～

「車 いす貸 出 しボランティアスタッフ募 集 」のお知 らせ！
酒田日和山公園桜まつり期間中、日和山公園内にて車いす無料貸出しを行います。
車いす無料貸出しは、身体障がい者や高齢者に配慮し、季節のイベントを楽しんでいただけるよ
う「思いやりでおもてなし」として、酒田市社会福祉協議会にて取り組んでいる活動です。
下記期間中 午前１１時～午後３時の時間帯の中で２時間程度、活動をお手伝いしてくださるボ
ランティアスタッフを募集中です。ぜひ、みなさまからのご連絡お待ちしております！
★期 間：平成３１年４月 12 日（金）から 21 日（日）予定
★時 間：午前１１時～午後３時
★場 所：酒田日和山公園第一駐車場
★その他：2 名体制で実施 ※介添えなし、雨天中止
★問合せ先：酒田市ボランティア・公益活動センター
電話：４３―８１６５

平成 31 年度 ボランティア活動保険

「手話教室（手話奉仕員養成講座）
」
受講生募集の受付を開始しました！

加入手続きの受付を開始しました！
★ボランティア活動保険とは
ボランティア活動中の様々な事故を補償する
ものです。万が一の備えとして、ご加入をお勧
めします。
★補償期間
平成 31 年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日
（中途加入の場合、
加入日の翌日～翌年3 月31 日）

★保険料
基本タイプ
天災タイプ

A プラン
350 円
500 円

B プラン
510 円
710 円

＊平成 30 年度にご加入いただいた方も、新たに
加入手続きが必要です。
★お申込み、お問い合わせ先：
酒田市社会福祉協議会（新橋 2―1-19）
TEL：２３―５７６５
その他下記４ヶ所の窓口にて受付できます。
酒田市ボランティア・公益活動センター
社協 各支部（八幡支部、松山支部、平田支部）
『酒田市ボランティア・公益活動センターだより』は
こちら↓に置かせていただいています。
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・ギャラリー喫茶
フレンド・マリーン５清水屋・シニア雇用創造協議会・
酒田市社協・社協支部 ほか市内の施設や店舗など

手話を学びたい方、手話に興味のある方が対象
の講座です。初心者大歓迎！
みなさまからのお申込みお待ちしております。
★期間：平成３１年 4 月 9 日～翌年 2 月４日
※毎週火曜日、全 40 回
★時間：19：00～21：00
★場所：総合文化センター ★定員：30 名
★費用：3,240 円（DVD 付テキスト代）
＊お申込みは 4 月４日（木）まで！
★お申込み、お問い合わせ先：
酒田市ボランティア・公益活動センター
電話：４３―８１６５

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^)

ス
タ
ッ
フ
よ
り

「もう３月！」と毎年同じことを思います。
来年度は東北公益文科大学生と協働し、夏の
ボランティア体験等の事業実施予定です。若
者のパワーをいただきながら、よりよい事業
になるよう努めたいと思います♪（藤井）
今年度も無事終了した～！と達成感を味わ
うのもつかの間。もう既に来年度の公益補助
金、手話教室の申込みが始まっています！！
最新情報は、センターＨＰに掲載中。興味が
ある活動があれば、ご連絡ください♪（金内）
あるテレビ番組で「時の流れがはやく感じる
のはトキメキがなくなるから」というような
ことを言っていましたが……出会いあり再
会あり、トキメキいっぱい、あっという間の
１年間！ありがとうございました♪（高谷）

