
 社会的課題の解決等を目的に、市と協働で公益活動に取り組む団体、または団体からの提案を募集

します。事業の市所管課と連携して企画立案した上で採択された場合は、翌年度から負担金の交付を

受けて実施となります。 

★対象団体：代表者及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３人以上の団体・グループ  

★対象事業：市総合計画に掲げる政策目標の達成のために具体的な効果や成果が期待できるもの 

      公益活動団体と市との協働による相乗効果が期待できるもの 

 

★お問合せ・事前相談・申込 ※事前相談日は必ずご予約ください 

酒田市まちづくり推進課 電話 0234-26-5725 またはボラポートさかたへ 

こちらの制度の詳細は酒田市、ボラポートさかた HPをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●発行：ボラポートさかた（酒田市ボランティア・公益活動センター）酒田市中町三丁目 4-5 交流ひろば内 

TEL:43-8165（平日 8：30～17：15）  FAX:26-5617 E-mail：volunteer@sakata-shakyo.or.jp 

＊「ボラポートさかた」は酒田市より酒田市社会福祉協議会が運営を受託しています。 

 

No.９４ 
令和４年６ 

佐藤  多紀子 NPO 法人にこっと 

佐藤  忠智   NPO 法人ひらた里山の会  

日向 志真   就労継続支援 B 型事業所  

まざーず はーと 

冨士 直志   生涯学習施設 里仁館 

間宮 加代  NPO 法人 

パートナーシップオフィス 

新田 篤志   一般社団法人酒田青年会議所 

加藤 明子   酒田商工会議所  

澤邉 みさ子  東北公益文科大学 

阿部  建治   酒田市自治会連合会連絡協議会 

島田 茂樹   酒田市中学校校長会 

 

酒田市ボランティア・公益活動推進委員を紹介します 
 （敬称略） 

ボランティア・公益活動の推進に関す

る事項について、助言や提言をいただく

場です。 

さまざまな角度からご意見をいただく

ため、ボランティア・公益活動に関する

知識及び経験が豊富な推進委員 10 名に

ご協力いただき、年２～３回推進委員会

を開催しています。 

市との協働事業提案を団体から募集 

★助成金額：対象経費の５分の４以内で上限５０万円 

★申 込 み：７月２９日（金）１７時まで  ※７月２０日（水）までの事前相談必須 

市提示の提案に応じる団体を募集 

★助成金額：対象経費の全額で上限５０万円 

★申 込 み：８月２６日（金）１７時まで  ※８月１７日（水）までの事前相談必須 

団体提案型 

行政提案型 

社会課題解決に向けた団体の 

自由な発想・アイディアを募集！ 

市提案は７月頃酒田市、ボラポー

トさかた HP でお知らせします 

 



 

 

 

 

 

 

事業主体 事業名 事業概要 

大沢「大」文字 

まづり実行委員会 

やわた大沢「大」文字 

まづり２０２２ 

手作りの夏祭りを開催。夏期限定の『大沢「大」文字』の

ライト点灯を鑑賞しながら、音楽・トークや伝統芸能を楽

しみ、酒田の中山間地域の魅力を PR する。 

ボランティア団体 

さかた男塾 

「土曜の朝はそうじ 

します」 

中町、旧清水屋前の除雪、ゴミの問題に気づき、野菜販売

に来てくれるお客様と会員が一緒に掃除をする事業。冬期

間は中町通りの除雪を行う。 

松陵学区 

「学びと遊びの楽校」 

学校放課後及び長期 

休暇中の子供教室 

「松ぼっくりクラブ」、寺子屋教室などを実施。地域の教育

力を結集した多方位的事業で、英会話教室、遊びの教室な

ど、学校教育とは違った視点で感性教育を目指す。 

一般社団法人 

酒田青年会議所 

高校生による市民への

合同探究説明会―高校

生と市民の対話イベント― 

各高校で行われている探求学習の成果報告会を一堂に会し

て行う。また、発表会だけでなく、社会課題を高校生と市

民が共有し、課題解決することを目的に、市民と高校生が

対話するワークショップ型イベントを開催する。 

NPO 法人元気王国 
まちなかキャンプ 

in 中町モール 

親子を対象に近場で手軽にキャンプ体験ができる「まちな

かキャンプ」を開催。アウトドアと防災を組み合わせて楽

しみながら防災の知識を学び、酒田市全体の防災意識の増

進に繋げる。 

東北公益文科大学 

学生活動団体 Praxis 

にっこりハウス 

プロジェクト 

日向地域の活性化に向けて、大学生が空き家を利活用し、

多様な人々が集う「場づくり」を地域の方と協力し行う。

地域の憩いの場やイベントスペースとして利用するため、

地域の方と家具や遊具等を作るワークショップを行う。 

ＲＤＤin 酒田西高 

実行委員会 

第１回全国高校生ＲＤ

Ｄサミット in 酒田「鳥

海山に抱かれて 酒田の素

敵な”医・食・ジオ”を！」 

全国のＲＤＤ（Rare Disease Day：希少・難治性疾患の日）

イベントを実施している高校生と酒田在住のＲＤ当事者が

一堂に会して活動報告。酒田の優れた医療・福祉のネット

ワークを学ぶ。 

酒田南高校絵本の会 

高校生オリジナル絵本

を市民に届けるプロジ

ェクト 

高校生が、酒田・日本文化に関連するオリジナル絵本を作

り、園児などに「読み聞かせ」を行う。絵本は、英語併記

により、国際交流にも役立てることができるようにする。 

酒南日向里新メニュー 

開発プロジェクト 

酒南日向里新メニュー

開発プロジェクト 

日向里かふぇの賑わい拡大に向けた新メニュー開発を、高

校生、地域住民、地元企業、地元外企業がコラボし行う。

開発したメニューの試食会を日向里かふぇで開催し、高校

生が調理、接客、プレゼンを行う。 

酒田市をより良くしたい、盛り上げたいという想いをこめた事業計画が寄せられました。

１次審査・２次審査の結果、採択事業は下記 事業に決定しました。  

 

各採択団体の ２次審査用資料は、酒田市交流ひろばで 

ご 覧いただけます。（６月１７日（木）まで）  

※採択された事業に関する情報は、ボラポートさかた通信 

やホームページなどで随時お知らせしていきます。  



 

４月８日～１７日の日和山桜まつり期間中、酒田市社会福祉協議会では、

車いすが必要な高齢者や障がいのある方にもお花見を楽しんでもらえるよ

う「思いやりでおもてなし」として車いすの無料貸出を行いました。ボラ

ポートさかたでは、お手伝いをしてくれるボランティアを募集。酒田市ボ

ランティア連絡協議会、酒田西高の生徒さんをはじめ、多くの方からご協

力いただきました。天気が悪く、中止となった日もありましたが、１２名

の方が車いすを借り、お花見を楽しみました。協力してくれたボランティ

アのみなさま、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月下旬、ＮＰＯ法人ひらた里山の会が運営

する放課後等デイサービス事業所「ならはし」

に、リフト付きバスが届きました。これは、昨

年８月に放送された２４時間テレビ４４「愛は

地球を救う」へ寄せられた善意などで購入され

た福祉車両です。贈呈式は２月２５日に山形メ

ディアタワーで行われ、県社会福祉協議会から

推薦を受けた県内の３団体に福祉車両が贈ら

れました。 

お話を聴かせていただくことで、「何か楽になっ

た」「助かった」と思ってもらえるような良い聴

き手を育成するための研修会です。 

★日時：７/２３・３０・８/６・２０・２７・ 

９/３ 

（各土曜日 １３：３０～１６：３０） 

※全６回の参加が必要（ZOOM による研修） 

★受講料：6,000 円（テキスト・資料代他） 

★申込み：７月１３日（水）まで 

★問合せ：山形傾聴塾（担当：梅津） 

090-9533-0532  

     kogi@sea.plala.or.jp 

 家庭ごみ減量策のテーマを提示した平田総合支所と東北公益文科大学Liga食品ロス削減チームが協

働事業として５月１４日（土）「第 1回サルベージクッキング」を開催しました。家庭で余りがちな食

材の活用方法を学び、食品ロス削減につなげる取り組みです。３０名の参加者が酒田南高校家庭科食

育調理コースの生徒から調理方法を教えていただき、海老しらすピラフ、肉そば、ケークサレ等を調

理。Liga 食品ロス削減チーム阿部代表より、食品ロスの現状や課題をクイズを

交えながら解説していただき、楽しく学びました。参加者からは今日からでき

る食品ロスの一歩として、「冷蔵庫に余っているもので調理したい」等の感想

がありました。 

mailto:kogi@sea.plala.or.jp


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^) 

『ボラポートさかた通信』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、ミラ

イニ、サンロク、各コミセン、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、くだものやさいにしむら、カフェ＆ジェラート

モアレ、ギャラリー喫茶フレンド、酒田市社協、社協支

部 ほか市内の施設や店舗など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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）。 

令和４年度 ボラポートさかた スタッフです 
 

酒田市まちづくり推進課担当 

齋藤 大（さいとう だい） 
酒田市まちづくり推進課長・センター長 

長尾 和浩（ながお かずひろ） 

ボランティアなどのご相談がありましたら、どうぞお気軽に声をかけてください！ 

 
介護施設等でのボランティア活動を通じ 

て、いつまでも元気で生き生きとした生活 

を送っていただこうという事業です。 

★対象：酒田市内にお住いの 65 歳以上の方 

★内容：お茶出し、食堂内の配膳補助などの活動で 

1 時間１スタンプ 1 日 最大 2 スタンプ。 

（地域支援事業（総合事業 B 型通所型サー 

ビス）は、１回１ポイント） 

※1 スタンプ 100 ポイント=100 円換算 

※年間最大 5,000P =5,000 円分まで 

★特典：令和５年 3 月 3 日（金）までの活動期間 

内に集めたポイント数に応じ、「お買物券」

や「お米」、「温泉入浴券」などに交換可能

です。 

★申込み： 

・ボラポートさかた 電話４３－８１６５ 

・市社協八幡支部  電話６４－３７６５ 

・市社協松山支部  電話６２－２８４３ 

・市社協平田支部  電話５２－２２６０ 

※印鑑、介護保険証、ボランティア保険料（350

円）をご持参ください。 

★問合せ：・ボラポートさかた（上記参照） 

・市高齢者支援課 電話２６－５７５５ 

市内の小中学生を対象に行う「高齢者疑似体験事

業」をサポートするボランティアスタッフを募集し

ています。この事業は、高齢者疑似体験セットを装

着し、加齢に伴う身体の変化を体感することで、高

齢者への理解を深め、福祉について考えるきっかけ

作りとして取り組んでいます。 

チームを組んで活動するので、初めての方でも安

心して始められます。 

詳しくは、ボラポートさかたまで 

お問い合わせください。 

★募集人数：２～３名 

★応募資格：本市在住、平日に活動できる方 

★選考方法：書類選考、面接 

★そ の 他：報酬はありませんが、 

交通費相当をお支払いします。 

★申込み・問合せ先：ボラポートさかた 

（交流ひろば内 ※1 面参照） 

 

高齢者疑似体験事業 
ボランティアスタッフ募集中！ 

 

  

元気シニアボランティア 
参加者募集のお知らせ 

 

酒田市社会福祉協議会 

渋谷 正樹（しぶや まさき） 
酒田市社会福祉協議会 

黒石 彩（くろいし あや） 

酒田市社会福祉協議会 

齋藤 未世（さいとう みよ） 

ボラポートさかた担当となり３年
目となります。今年度はどんな新
しい出会いがあるのか、とても楽
しみです！ボラポートさかたにお
気軽にお立ち寄りくださいね～！ 

皆さまに助けていただきながら、
どうにかこうにか２年目を迎える
ことができました。ボランティア
に興味のある方々のお役に立てる
よう日々精進したいと思います！ 
 

市直営だった公益活動支援センタ
ーが社協に委託され９年。検証の
年となりました。より良いカタチ
が生まれるといいなと思いつつ。
今年度もよろしくお願いします。 

あなたの思いやちょっとした行動 
がいつか誰かを温めうるかもしれ 
ません。ボラポートさかたは、ボ 
ランティアや公益活動に取り組み 
たいという思いを大切にします。 

今年度から担当となりました。活
動したい方、支援を求めている
方々へのサポートができるよう頑
張ります。自分自身もボランティ
ア活動に参加したいと思います。 


