酒田市社会福祉協議会会報（全戸配布）
第 40号
平29.10.1

みなさま、赤い羽根共同募金へのご協力、いつもありがとうございます！

赤い羽根はいろんな人たちの笑顔をつくるモトになっています

支援センターなのはな畑（障がい者支援施設）の送迎車
こちらの車の一部にも募金が使われています。

今年もご協力をお願いします!!

も

く

なのはな畑より「障がいのある人たちの地域での生活には
移動のための車がかかせません。募金に協力してくださった皆様
のお気持ちを大事にして大切に使わせていただきます。」

じ

【発 行】

●赤い羽根は小さなよいことをたくさんしています  ２～３
●生活福祉資金貸付事業/
４
介護・保育の人材を応援する貸付 
５
●平成28年度社協決算報告 
６〜７
●お知らせ・相談窓口 
８
●PHOTO社協 写真で見る社協事業 
「声の会報」
（音読をCD・テープにいれたもの）あります。ご希望の方
（お知り合いの方でも）がいらっしゃいましたらお知らせください。

会報「ふれあい」
は

社会福祉
法
人

酒田市社会福祉協議会

〒998-0864 酒田市新橋二丁目1番地の19
酒田市地域福祉センター内 ☎23-5765・℻24-6299
E-mail : shakyo＠sakata-shakyo.or.jp
ホームページ http://www.sakata-shakyo.or.jp/

八幡支部 ☎64-3765・℻61-1214・市条字八森920-2（やまゆり荘内）
松山支部 ☎62-2843・℻62-2841・字西田6（松山健康福祉センター内）
平田支部 ☎52-2260・℻52-3727・飛鳥字契約場35（ひらたタウンセンター内）
※窓口・電話は平日8
：
30〜17
：
15です。

赤い羽根共同募金の助成により発行しています。
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赤い羽根は小さなよいことを たくさんしています。
みなさま、
赤い羽根共同募金運動へのご協力
いつもありがとうございます!!
募金は、酒田のいろいろなところで使われています。それは、新聞やテレビにでるような大
きなことではないかもしれませんが、使われる先の人たちが笑顔になるような、困っている人が
安心できるような、誰かが助かる活動やわたしたちの町が良くなる活動のモトになっています。

事業をおこなった団体からの「ありがとうメッセージ」
28年度事業の一部を紹介（27年度の募金が使われています）

「 体 が 楽 にな
ったら心も軽く
なった」などの声
をい ただき、私
たちも嬉しく思
いました。これ
を契機に自分の
高齢者へのはり・きゅう・マッサージの
体を大事に、健
治療ボランティア
康寿命を延ばす
一助になれば幸いです。事業ができたのは、寄付をしてくださ
った皆様のおかげと感謝いたしております。
酒田飽海鍼灸マッサージ師会

「心のケア講座」開催

「コーヒーサロン
とまり木」開催

傾聴喫茶などを通し、一人暮らしの方、心に悩みのある方
などの心のサポーターとして活動しております。続けて利用さ
れる方、来るたびに明るくなられる方もいて、会員の励みにな
っています。今後も皆様のこころの「とまり木」になれますよう
活動していきたいと思います。ご支援ありがとうございました。
心の健康づくりボランティア「ほっとハート庄内」

子どもとお年寄りの交流

高齢者施設の敬老会への訪問に使わせていただきました。
核家族化が進み、子どもとお年寄りが共に過ごす場や機会が
少なくなりつつある今日、世代を超えて交流することができま
した。ありがとうございました。
若浜保育園

八幡高齢者レクリエーション大会
高齢者の体力増進と世代間交流
出席者279名ケガもなく、無事に終えることができました。
「ま
た来年も…」
と約束して解散できました。多大なご協力をいただ
きまして感謝申し上げます。酒田市老人クラブ連合会八幡支部

30年度の助成先募集中する先駆的
です

域の課題に対応
社会福祉が目的で、地
ープ、
す。ボランティアグル
な事業などへ助成しま
ま、ご相談ください。
福祉団体などのみなさ

申請は10/31まで

かります。
するのに少し時間がか
※申し込み書類を作成
ださい。
しくはお問い合わせく
ご相談はお早めに。詳

（酒田市社協）
酒田市共同募金委員会
覧ください。
連絡先：１ページをご

野菜づくりで子どもと地域の大人が交流
地域の方々から畑の野菜づくりに協力いただき、みんなで
収穫を喜び合い、子どもたちが調理し会食を楽しみました。家
族以外の人と触れあう機会が少ない現状ですが、事業を通し
て交流を持つことができました。ありがとうございました。
広野保育園

●10/1 スタートです
●募金方法
世帯で
街頭で

企業・職場
などで

学校で

イベント
などで
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今年もご協力を
お願いします‼︎
もしぇのん・あののん

数量限

定‼

共同募金オリジナルカンバッジ
今年も、つくりました！
詳しくは酒田市社協
（１ページ）
へお問い合わせください。

28年度みなさまからご協力いただいた募金は 13,007,654円 !!
29年度のこちらの事業に活かされます
●子どもたちの健やかな成長・子どもたちと地域の大人の交流のために
酒田報恩会保育園
高齢者施設訪問・お地蔵さま祭り
若浜保育園
七夕まつり・高齢者施設訪問
宮野浦保育園
人形劇・高齢者施設訪問
みんなで人形劇を楽しもう・
新堀保育園
地域高齢者との交流会
広野保育園
ふれあい広場・地域高齢者との交流会
地域の方々との交流・食育のための
浜中保育園
畑活動
黒森保育園
なかよしクラブ事業・世代間交流会
若宮保育園
地域文化伝承行事・昔話を楽しむ会
地域高齢者との交流
（夏祭り・いも掘り等）
小鳩保育園
亀ヶ崎保育園
地域高齢者との交流
（いも掘り・もちつき等）
泉保育園
老人クラブとの交流会・親子運動会
北新橋保育園
みんなで遊ぼう会・親子運動会
西荒瀬保育園
おたのしみコンサート・人形劇
十坂こども園
地域高齢者との交流事業
北平田保育園
遊戯発表会
中平田保育園
ちゅうりっぷだより発行配布事業
鳥海保育園
マイ夢の里 夏まつり
学校法人酒田双葉学園
親子と地域の人々とのふれあい行事
学校法人アテネ学園
人形劇、餅つき
宮野浦学区学童保育所
備品購入
新堀学区学童保育所
遊具等購入
広野学区学童保育所
遊具等購入
浜中学区学童保育所
備品購入
黒森学区学童保育所
遊具等購入
泉学区第１学童保育所
備品購入
南平田学童保育所
備品購入
みすみっこクラブ
平田学区学童保育所
遊具等購入
みさとクラブ
西荒瀬学童保育所つくしクラブ 遊具等購入
松原学区社会福祉協議会
地域もひとつの家族・世代間交流
ちょうかい子育て応援団
子育て支援事業
泉学区子育て応援団
子育て支援事業
スワンの会
グループ活動・研修事業
NPO 法人がくほれんwith 酒田 指導員研修会
酒田市子どもまつり実行委員会 酒田市子どもまつり
読み聞かせ会ごろにゃんくらぶ 同年代の子どもと保護者の交流事業
●障がい児・者の社会活動のために
NPO 法人みらいず
冷蔵庫購入
NPO 法人支援センター
車両・ガスオーブン等購入
なのはな畑
NPO 法人あらた
掃除機購入
NPO 法人みつば
作業用工具購入

NPO 法人酒田市障がい者福祉会
八幡身体障害者更生会
松山障がい者福祉会
平田身体障害者福祉協会
酒田飽海鍼灸マッサージ師会
社会福祉法人酒田市あすなろ
福祉会
NPO 法人支援センター
ふれあい工房
ワークショップ・ヤッホー
障がい福祉サービス事業所
たぶの木

酒田市障がい者スポーツ大会、文化祭
身体障がい者親睦レクリエーション大会
団体活動費
団体活動費
高齢者に対する治療ボランティア
もしぇのん・あののんシール作成
パソコン購入・デジカメ、ファックス購入
備品購入
ミキサー購入

酒田手をつなぐ育成会
家族支援プロジェクト及び意見交換会
八幡手をつなぐ育成会
会員研修
松山・平田手をつなぐ育成会
ふれあい教室事業
●高齢になっても元気に暮らすために
酒田市老人クラブ連合会酒田支部 地区研修会
酒田市老人クラブ連合会八幡支部 高齢者レクリエーション大会
酒田市老人クラブ連合会松山支部 福祉講座、広報誌発行等事業
酒田市老人クラブ連合会平田支部 団体活動費
一人暮らしのお年寄り宅電気保安
酒田電気工事協同組合
点検事業
●地域の福祉活動のために
亀ケ崎社会福祉協議会
地域福祉啓発標語募集事業
NPO 法人宮野浦未来創成会議 宮野浦つながってホッとなる町おこし
ホッとなる
事業
心の健康づくりボランティア
ほっとハート庄内

心の健康づくりボランティア

会報発行、災害お見舞い金、心配ごと
相談などの地域福祉事業
酒田市母子福祉ねむの木会
入学・進級を祝う会
酒田市ボランティア連絡協議会 ボランティア団体連携活性化事業
平田ボランティア連絡協議会
団体活動費
酒田市自治会連合会
研修事業
酒田市民生委員・児童委員
研修事業
協議会連合会
酒田市遺族会
酒田市戦没者追悼式
八幡遺族会
八幡戦没者慰霊祭
酒田市遺族会松山支部
団体活動費
酒田市平田遺族会
団体活動費
ふれあい広場・通学合宿事業
内郷地区社会福祉協議会
高校生ボランティア育成事業
南部地区社会福祉協議会
ふれあい広場・通学合宿事業
山寺地区社会福祉協議会
ふれあい広場
松嶺地区社会福祉協議会
ふれあい広場
酒田市社会福祉協議会
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社会福祉協議会決算報告

生活福祉資金貸付事業

平成29年５月25日に開催された理事会及び平成29年６月９日に開催された評議員会において「平成28年度酒田市
社会福祉協議会決算」が承認されましたので、お知らせします。皆様からいただいた会費収入は、全額地域福祉推
進事業費に充てられ、人件費は酒田市からの補助金収入及び酒田市・山形県・山形県社協からの受託金収入、介護
保険事業収入等でまかなわれています。各事業の実施にあたりましては、酒田市並びに市民の皆様、また、自治会
やコミュニティ振興会、学区・地区社協、民生児童委員、福祉・ボランティア団体、法人等々、多くの機関・団体・
事業所の皆様からご協力をいただきました。

■ 収 入

単位：円

項

会費

目

決算額

15,255,050

寄付金

割

568,875

合

備

3.5%

各世帯からいただいている社協会費

0.1%

市民や団体からの寄附金

考

経常経費補助金

98,091,658

22.2%

酒田市と山形県社協からの補助金、共同募金配分金収入

68,129,860

15.5%

酒田市と山形県、山形県社協からの受託金

4,551,655

1.0%

231,423,505

52.5%

17,246,780

3.9%

障がい者自立支援事業収入

5,692,896

1.3%

各種基金利子・制度外利用者負担金収入等

440,960,279

100.0%

介護保険事業
障がい福祉サービス等事業
その他
計

介護保険事業収入

法人運営事業

決算額

83,887,139

割

合

19.1%

備

人件費等社会福祉法人の運営経費

●教育支援資金

考

1,385,865

0.3%

新・草の根事業への繰出し

8,184,520

1.9%

地域福祉センター、やまゆり荘の施設維持管理経費

福祉バス管理運営事業

10,488,993

2.4%

車輛費、燃料費、業務委託料

地域福祉推進事業

18,029,772

4.1%

新・草の根事業、戦没者追悼式経費

地域支え合い事業

1,081,822

0.2%

八幡ミニデイ、地域支え合い研修等の経費

福祉サービス利用援助事業

5,394,725

1.2%

高齢者、障がい者等の福祉サービス利用相談や金銭管理を行う事業

法人後見事業

1,209,406

0.3%

成年後見事業を法人として受任する経費

生活福祉資金支援事業

2,569,000

0.6%

各種福祉資金相談と手続き業務の経費

＊他に利用できる制度があればそちらが優先です。

4.6%

生活困窮者自立支援事業の経費

1,272,000

0.3%

たすけあい資金徴収不能額

その他、地域福祉事業

4,788,000

1.1%

避難者相談員配置事業、東日本大震災追悼の集い事業等

231,493,059

52.9%

地域包括支援センター事業

26,571,784

6.1%

共同募金事業

10,146,464

2.3%

助成金、歳末激励金、事務諸経費

ボランティアセンター事業

11,242,698

2.6%

ボランティアセンター事業、公益活動支援事業等

437,872,052

100.0%

資産の部

流動資産

負債の部

固定資産
合

295,831,090

訪問介護事業、居宅介護支援事業、通所介護事業等の経費
保健医療、福祉の向上を包括的に支援。総合相談窓口として機能

667,438,115
963,269,205

計

純資産の部

流動負債
固定負債
合
計
基本金
基 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
合
計

負債及び純資産の部

合計

21,417,039
137,888,583
159,305,622
113,164,851
340,192,891
33,954,385
3,773,973
312,877,483
803,963,583
963,269,205

その他
（1.3%）
障がい福祉サービス
等事業
（3.9%）

会費
（3.5%）
寄付金
（0.1%）

経常経費
補助金
（22.2%）

介護保険
収入
事業
（52.5%） 440,960,279円

事業収入
（1.0%）
市・県・県社協受託金
（15.5%）

ボランティアセンター
事業
（2.6%）
共同募金事業
（2.3%）
地域包括支援センター
事業
（6.1%）

の窓口

ご相談・お問い合わせ

酒田市社会福祉協議会

20,126,805

■ 貸借対照表

●不動産担保型生活資金

＊原則として連帯保証人が必要です。

たすけあい資金貸付事業

計

高校、大学などに入学・就学する費用
 所得高齢世帯に、居住用不動産を担保に貸し
低
付ける生活資金

施設管理運営事業

介護サービス事業

生活の中で一時的に必要となる費用
緊急で一時的に必要な場合の少額の資金

社会福祉基金事業

生活困窮者支援事業

●福祉費

●緊急小口資金

単位：円
目

ご相談の流れ

資金の種類
 業などにより生活が難しくなった時の生活を
失
立て直す費用

福祉サービス利用援助事業及び成年後見事業利用者負担金等

■ 支 出
項

低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯で、生活にお困りの世帯を対象に、必要な相談支援と資金
の貸付（無利子または低利子）を行う制度です。世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、在宅福祉
や社会参加の促進を目的とするものです。

●総合支援資金

市・県・県社協受託金
事業収入

法人運営
事業
（19.1%）

支出
介護サービス
事業 437,872,052円
（52.9%）

その他、地域福祉事業（1.1%）

福祉サービス利用
援助事業
（1.2%）
法人後見事業
（0.3%）
生活福祉資金
支援事業
（0.6%）

相談者（借入申込者）

相談

民生委員

相談・申込

酒田市社会福祉協議会

相談・意見

関係機関

申込手続き
審査・貸付

山形県社会福祉協議会

貸付にあたっては
条件があります。
貸付申込から交付までには
１ヵ月程度かかります。

詳しくは
お気
ご相談く 軽に
ださい

●生活自立支援センターさかた
場所／酒田市地域福祉センター
（新橋2-1-19）
  ☎／25-0350 ＦＡＸ ／24-6299
Email ／ jiritsu@sakata-shakyo.or.jp
＊総合支援資金と緊急小口資金の貸付は、
「生活自立支援
( 平日 8：30～17：15 年末年始を除く)
●八幡・松山・平田支部窓口 （１ページ）

地域支え合い事業（0.2%）
地域福祉推進事業（4.1%）
福祉バス管理運営事業（2.4%）
施設管理運営事業（1.9%）
社会福祉基金事業（0.3%）

たすけあい資金貸付事業
（0.3%）
生活困窮者支援事業
（4.6%）

⑷

介護・保育の人材を応援する貸付
◇潜在保育士就職準備金
保育士の資格をお持ちの方の就職・再就職に必要な
費用
（最大40万円）
をお貸しします。県内の保育所等
で２年間継続して勤務した場合、返還が免除されます。
◇介護人材再就職準備金
介護職として一定の経験をお持ちの方の再就職に必要
な費用
（最大20万円）
をお貸しします。
県内の介護事業
所で２年間継続して勤務した場合、
返還が免除されます。

センターさかた」
（左記）
の相談支援を通して行われます。

◇介護福祉士実務者研修受講資金
研修施設に在学している方に、受講料等
（最大20万円）
をお貸しします。資格取得後、県内の介護事業所で２
年間継続して勤務した場合、返還が免除されます。
それぞれの貸付には、条件がいくつかあります。
詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

山形県社協 山形県福祉人材センター

☎／023-633-7739 FAX／023-633-7730
ホームページ／http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/

⑺

酒 田 市 社 協 会 報（平成29年10月 １ 日）
相談は無料です。
個人情報はかたく守られます。

相談窓口

◆仕事、家計、生活などの相談
～生活自立支援センターさかた～

◆心配ごと相談

◇「仕事が見つからない」
「収入が少なくなった」
など、仕事や生活などでお困りの方のご相談
をお受けしています。
◇専門スタッフが一人ひとりの悩みに寄り添い、
解決に向けて一緒に考え、自立に向けた支援
を行います。
●相談・問合せ／生活自立支援センターさかた
（下記）

◆ひきこもりなどの相談
◇
「自宅中心の生活をしている」など引きこも
りに関する相談ができます。悩みを話してみ
ませんか。ご家族からの相談でも大丈夫です。
●日 時／11/24㈮ 13：30～15：00
●場 所／酒田市地域福祉センター
（新橋2-1-19）
●相談員／自立支援センターふきのとう、保健師など
●申込・問合せ／２日前まで（定員あり）
生活自立支援センターさかた（下記）へ

生活自立支援センターさかた

場所／酒田市地域福祉センター（新橋2-1-19）
☎／25-0350 FAX／24-6299
Email／jiritsu@sakata-shakyo.or.jp
（平日 ８：30～17：15 年末年始を除く）

酒 田 市 社 協 会 報（平成29年10月 １ 日）

◇健康、
法律、
医療、
高齢者、
女性及び児童問題など
様々な心配ごとについて、
人権擁護委員が相談を
受け、
問題解決のお手伝いをします。
（来所相談）
●開設日／原則 毎月第１・３・５火曜日
●時 間／午前９時～正午
●場 所／酒田市地域福祉センター
（新橋2-1-19）
●問合せ／酒田市社協
（下記）

◆物忘れなど判断力に不安のある方への
お金の管理や手続きなどのお手伝い
～福祉サービス利用援助事業～
◇「通帳や大切な書類を預かってほしい」
「支
払いや手続きをしてほしい」など、高齢や障
がいにより、お金の管理などに不安がある方
をお手伝いする事業です。
◇詳しくはお問い合わせください。
●相談・問合せ／酒田市社協（下記）

福祉サービス利用援助事業
生活支援員募集
◇こちらの事業で活動する「生活支援員」を募
集しています。
◇市社協職員が作成した計画にそって、
○定期的に利用者を訪問し、
日中の空いている
○利用者に代わって銀行から
時間で社会貢献
を！と考えている方、
お金を下ろして届けたり、
ぜひお問い合わせ
○さまざまな支払いのお手伝い ください！
をしたりする活動です。
◇回数などは応相談（月数回で可）
。
交通費程度の支給があります。
●問合せ／酒田市社協（１ページ）
ある日の活動

酒田市社協

場所／酒田市地域福祉センター（新橋2-1-19）
☎／23-5765 FAX／24-6299
Email／shakyo@sakata-shakyo.or.jp
（平日 ８：30～17：15 年末年始を除く）
困っていること、不安なことは、一人で悩まず、
まずご連絡を。どうぞお気軽にご相談ください。

酒田市社会福祉協議会 理事・監事・評議員紹介
【理 事】
堀
尚志（税理士）
（学識経験者）
会 長 阿部 直善
任期 平成29年６月９日～平成30会計年度に
かかる定時評議員会の終結の時まで
副会長 佐藤 征海（酒田市自治会連合会）
副会長 佐藤
恒（酒田市八幡遺族会）
副会長 小田 和夫（酒田市松山地区自治会連合会）【評議員】
副会長 佐藤
力（酒田市平田自治会長会）
佐藤 俊男（酒田市自治会連合会）
常務理事 大石
薫（社会福祉協議会）
本間
宏（酒田市自治会連合会）
岩堀 慎司（酒田市）
斉藤 憲吾（酒田市自治会連合会）
石川 和雄（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会） 佐藤
剛（酒田市自治会連合会）
武田 正三（酒田市老人クラブ連合会）
安田 幸三（酒田市自治会連合会）
小松
満（酒田市母子福祉ねむの木会） 田賀 幸二（酒田市自治会連合会）
齋藤 豊司（酒田市ボランティア連絡協議会） 茂木 敏彌（酒田市地区自治会連合会）
戸田
登（学識経験者）
星川 和雄（酒田市地区自治会連合会）
石井 靖雄（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会） 高橋 壽一（酒田市地区自治会連合会）
三柏 憲生（酒田市八幡自治会長会）
齋藤
繁（酒田市八幡自治会長会）
阿部
勇（NPO法人がくほれんwith酒田） 阿部 助作（酒田市松山地区自治会連合会）
【監 事】
高橋 富男（酒田市松山地区自治会連合会）
石井 久志（酒田市平田自治会長会）
土井 賢一（酒田市自治会連合会）
池田 満好（酒田市八幡自治会長会）
中村 俊雄（酒田市平田自治会長会）

髙橋 達弥（酒田市平田自治会長会）
原田
勇（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
齋藤 征夫（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
木村 孝子（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
杉山みさ子（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
佐藤やす子（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
加藤 眞弓（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
五十嵐喜久男（酒田市老人クラブ連合会酒田支部）
村上 孝彌（酒田市老人クラブ連合会八幡支部）
櫻田 常夫（酒田市松山・平田手をつなぐ育成会）
守屋 啓子（酒田市ボランティア連絡協議会）
菊池みつ子（酒田市平田ボランティア連絡協議会）
本間美津瀨（NPOふれあいヘルパーサービス）
前田 昶子（酒田飽海更生保護女性会）
佐藤 英夫（酒田ライオンズクラブ）
本間 利彦（酒田市）
齋藤
司（酒田市教育委員会）
任期

 成29年４月１日～平成32会計年度にか
平
かる定時評議員会の終結の時まで

⑹

赤い羽根バザー（どんしゃんまつりにて）
◇売り上げはすべて共同募金への募金となります。
●日時／10月15日㈰
10時～16時
●場所／酒田市大通り商店街路上
●問合せ／酒田市社協（１ページ）

赤い羽根 共同募金 応援
クリスマスコンサート
◇チケット代は全額共同募金への募金となります。
●日時／12月９日㈯ 13時～
●場所／酒田市地域福祉センター
（新橋2-1-19）
●出演／交渉中（決まりましたら
ホームページ等で発表します）
●チケット／一般1,000円
高・大生500円（中学生以下無料）
●問合せ／酒田市社協（１ページ）

歳末たすけあい色紙展・楽焼展

利用者さんに代わり、銀行で手続きをしています。

東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨災害で
被災された方への義援金を受け付けております
◇被害にあわれた皆様に、心からお見舞い申し
上げます。いただいた義援金は日本赤十字社
へ送金いたします。
●受付場所／市社協窓口
＊住所、開所時間は１ページをご覧ください。
●受付期間／東日本・熊本：平成30年３月31日
まで、九州北部：平成29年12月28日まで
（9/1現在）

社協会費・日赤会費へのご協力
ありがとうございます。
６月以降、各自治会、コミュニティ振興会の皆様に届け
ていただいております。ご協力くださった皆様、お忙しい中、
取りまとめてくださった皆様、本当にありがとうございます。

◇市内の芸術家などからお寄せいただいた作品
を入札により販売します。売上は生活にお困
りの方などへの激励金となります（歳末たす
けあい募金）
。
●期間／11月29日㈬～12月６日㈬
●場所／総合文化センター（中央西町2-59）
●問合せ／酒田市社協（１ページ）

あたたかいご寄付ありがとうございます
●社協へのご寄付
東部中28年度卒業生一同 様 
CFC山形酒田店 様  
匿 名
酒田飽海建設総合組合 様 
匿 名
匿 名
匿 名
阿部千代吉 様 
駅東自治会夏祭り中学生売店 
松山学童保育あすなろクラブ 

38,544円
4,731円
3,000円
  25,761円
米30㎏×2
2,000円
10,000円
4,534円
1,928円
1,000円

※平成29年４月20日～29年8月21日まで

酒 田 市 社 協 会 報（平成29年10月 １ 日）

夏のボランティア体験

今年も、酒田のあちらこちらで、参加者の
みなさんがいろんな活動に加わりました。

10

こども園での活動♪
いっしょに遊んだり、
りしました♪
先生のお手伝いをした

1

40

編集発行／社会福祉法人酒田市社会福祉協議会

い♪
高齢者施設でのお手伝
体操をしました♪
DVDをみながらいっしょに

年上のおねえさんは子どもたちに大人気！

みんなが手をつなぎたくてじゃんけんをして
います。

利用者さんたちとお話しながら歌や紙芝居、
体操、お菓子づくりをいっしょに行いました。

6/19・26

ふれあい給食指導者講習会
地域の高齢者にお弁当を届ける活動をしてい
るボランティアさんたちを対象に、講習会を開催
の阿部佳人さん
１部の講師は庄内保健所
しました。

社協ってどんな活動をしているんだろう？

さまざまなメニューの中から、活動して
みたいものを選んで体験する企画です。

学びました♪

食中毒予防などについて

発行責任者／阿部直善

星川陽子さん
２部の講師は管理栄養士の
当の調理実習♪
日頃の活動に活かせるお弁

7/28

写真で見る社協事業

PHOTO
社協
ほんの一部ですが、写真を通して紹介します。

会報 ふれあい 平成 年 月 日 第 号

29

7/15～8/31

⑻

や今後に向けての
みんなで試食し、感想
合いました♪
アイディアなどを話し

7/5

戦没者追悼式

若浜学区社協の合同会議

それぞれの学区・地区社協では、地域
福祉を推進していく関係者が集まり、情
報交換や研修を行っています。

この日のテーマは
動」♪
「地域での支え合い活
昭和20年 の 終戦 から72年。今日 の

人口の８割は戦後生まれです。時はたって

ら、
新しい制度を学びなが
の
市
、
や
み
組
り
取
の
琢成学区
た♪
について話し合いまし
若浜学区で必要なこと
本会報に関するご質問などがありましたらお気軽にお寄せください。

も、多くの戦没者や遺族を生み出した悲
惨な戦争があったことに無関心であって
はいけないこと、これからも平和を希求し
ていくことの思いを共有しました。
地球にやさしい再生紙を使用しています

