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市全域では案外知られていないかもしれませんが…
あちら
こちらで
たくさん
たくさん

草の根の地域福祉活動が
展開されています

港南社協のふれあい給食
地域の高齢者に
お弁当を届ける活動です。
ボランティアさんたちが
心をこめてつくっています♪
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あすかサロン

亀ケ崎社協の介護予防講座

飛鳥自治会のサロン（交流の場）です。
この日はボールダーツで盛り上がりました！

この日は亀ケ崎社協スタッフによる寸劇♪
毎日の食事で気をつけたいことを学んでいます。
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【発 行】

●酒田市社協は地域とともに活動していきます！
〜平成29年度事業計画〜 

２～３

●夏のボランティア体験参加者大募集！
！

４〜５

●お知らせ・相談窓口 

６〜７

●PHOTO社協

写真で見る社協事業 

  ８

「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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新・草の根

酒 田 市 社 協 会 報（平成29年 6 月15日）

だれもが安心して生活することができるよう、
各学区・地区社協のみなさまが主体となり、
地域・
市社協・市が共に進めている地域福祉活動です。
『草の根』の名前には、同じ地域に住む住民同
士の支え合いが、その地域に根差していくことを
目指したいという思いが込められています。

事業

現在は、このような事業を行っています。

事業

見守りネットワーク支援

合同研修事業

一人暮らし高齢者などを、同じ
地域の人たちが、普段の生活の中

地域福祉を推進していく関係者
が一堂に会し、研修や地域の課題
に対応するための検討をしたり、

で気にかけ、安否確認を行い、必
要な時に支援につなげる事業です。

孤立しがちな高齢者へ身近な地域住民の手により、
給食を提供しています。

１市民による支え 新・草の根事業の推進

 齢者、障がい
２高
者等の権利擁護
支援

介護予防講座

会費収入
寄附金
市・県・県社協補助金
市・県・県社協受託金
事業収入
貸付事業償還金
介護保険事業
障がい福祉サービス等事業
雑収入
受取利息配当金収入
積立資産取崩収入

予算額

15,330
500
104,498
67,171
5,045
3,773
247,033
17,610
823
675
1,758

事業名

予算額

35,189
499,405
2,355
501,760

法人運営事業
社会福祉基金事業
施設管理運営事業
福祉バス管理運営事業
新・草の根事業
地域支え合い事業

112,647
2,933
9,207
10,710
17,504
1,280

事業名

単位：千円

予算額

「山形県共同募金会酒田市委員会」
、
「日赤山形県支部酒田市地区」として活動

福祉サービス利用援助事業 認知症や障がい等で判断能力が十分でない方への金銭管理等の支援／生活や介護
／法人による成年後見事業 等に必要な手続きや財産管理等の実施
生 活 困 窮 者自立 支 援 事 業 生活に困窮している方の仕事、家計、生活等に関する相談受付と自立に向けた支援／
（ 生活自立支援センターさ フードバンクを活用した困窮者への食料品提供／ひきこもりやニートについての相談
かた）
生活保護に至る前に自立に向けての方法を一緒に考え支援します。

４ボ ランティア等 ボランティアセンター

ボランティア・市民活動の振興、相談、講座や交流会の開催、情報発信、福祉教育等
市民活動の振興 ／公益活動支援センター
と支援
社会福祉法人等との協働に 協議の場づくり、内容の検討、実践への準備
よる公益的取り組みの推進

保健師さんのお話の後、
みんなで頭の体操をしまし
た♪ （南部地区社協）

※これらの事業のほか、学区・地区社協の運営を行うための
経費が助成されています。

各区分間繰入金収入
計
前期末支払資金残高充当
合
計
支出

共同募金・日本赤十字活動

生活福祉資金／たすけあい 低所得世帯等が生活の安定や立て直しを図ることを目的とした資金貸付相談と申請
資金貸付
受付等

開催しています
（市より受託）。

単位：千円

事業名

酒田市社協事業計画

市の「新しい介護予防・日常 市の関係課や地域の関係機関との情報交換・連携／生活支援サービス等について検
生活支援総合事業」への対応 討する「協議体
（市が設置）
」への参画／地域福祉活動と市社協介護事業等との連携

５災害対策の実施 災害ボランティアセンター

事業名

福祉サービス利用援助事業
法人後見事業
生活福祉資金支援事業
生活困窮者自立支援事業
たすけあい資金貸付事業
その他、地域福祉事業
介護サービス事業
地域包括支援センター事業
共同募金事業
ボランティアセンター事業
計

予算額

5,550
2,160
2,569
16,855
3,773
4,959
260,216
28,803
10,556
12,038
501,760

設置・運営訓練、センターについての理解促進、研修会開催、関係団体等との連携強化

災害時、必要と判断された場合に設置。ボランティアの受入れ体制を整備し、被災者の生活の自立を支援します。

被災地支援／本市への避難 東日本大震災被災地等への支援活動のサポート／避難者の相談受付、訪問、交流の
者支援
場づくり等

窓口相談、心配ごと相談
６相談事業
介
護及び障がい
介護保険サービス事業
７
福祉サービス事
業

予 算 概 要（平成29年度当初予算）
収入

※社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を目的に
設置された、
営利を目的としない民間組織です。

買物や除雪等生活に困りごとを抱える高齢者、孤立死等、地域にはさまざまな課題があります。地域のみん
なが「明日は我が身、お互いさまの心」を持って支え合えたらいいのでは…と感じていらっしゃる方も多いの
ではないでしょうか？そのようなことを地域のみなさんと一緒に考えていきます。

高齢者を対象
として、心身の
健康を目的にさ
まざまな講座を

開始から10年以上経過し地域の実情も変化してい
ます。より実情に合った事業となるよう、地域のみ
なさまと共に、見直しや仕組みづくりに取り組んで
いきます。

地域に暮らすみなさん、関係者・関係団体
の参加と協力のもと、地域の人びとが住み慣
れたまちで安心して生活することのできる
「福祉でまちづくり」を目指して活動してい
る団体です。

新たな地域支え合い活動の 地域課題の把握、共有、解決に向けた仕組みづくりの推進と支援／研修会開催の支援
仕組みづくり
／活動の担い手育成の推進

３低所得者への

地域あんしん事業

社会福祉協議会（社協）は、

学区・地区社協が主体となり取り組んでいる支え合い活動「新・草の根事業」の推進と
支援

合い活動の推進

だれもが気軽に集えるよ
うな居場所づくりにつなが
るように、交流会を行って
います。

気軽に相談ができる窓口
としての役割を身近な場所
で開設しています。

地域とともに
活動していきます！

地域交流サロン事業

この日は中学生も参加する会食。
民生委員さんがお届けしてい ボランティアさんと中学生がつくり、
みんなでいっしょに食事を楽しみま
ます♪（一條地区社協）
した♪
（琢成学区社協）

づき

平成29年度

情報交換を行うことで、活動の
幅が広がるようにしています。

ふれあい給食事業

酒田市社協は

ひきつ
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窓口での各種相談
（随時）
／心配ごと相談所の開設
居宅介護支援
（ケアマネジメント）
、訪問介護
（ヘルパー派遣）
、通所介護
（デイサービス
センターいずみ・松山）
、認知症対応型通所介護
（デイサービスセンターいずみ）

障がい福祉サービス

障がい児・者の相談支援、障がい児・者への訪問介護

地域包括支援センターにいだ

担当区域
（浜田・若浜・飛島）
における介護・福祉等の相談、介護予防、認知症の理解促進等

等

ゆり荘・福祉バス等の管理運営、支部運営
（八幡・松山・平田）

８広報・顕彰・慰霊 広報／功労表彰／戦没者追悼 会報発行、ホームページの充実／福祉活動尽力者の表彰／戦没者慰霊と恒久平和祈念
９法 人運営、施設 適正な法人運営と施設管理 社会福祉法改正への適切な対応、適正な事務及び会計処理、地域福祉センター・やま
管理

社協会費

ご協力いつもありがとうございます

地域福祉を進めるための事業に使わせていただい
ております。

１世帯 社協会費

500円

日赤会費

日本赤十字社（日赤）が行う、災害救護や難民救援
などの人道的活動の経費となります。

１世帯 日赤会費

ご協力をお願い申し上げます。

700円

※納入は自治会等を通してお願いしております。
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機会があったらボランティアをしてみたい

保育園でプール
遊びのお手伝い

どんな活動があるかよくわからない

子どもとふれあう活動
（子どもに関わる活動をしている NPO 法人にて）

いろんなメニューの中から
好きなものを選んで体験！
老人ホームで
い
夏祭りのお手伝

この夏新しいことをしてみたい
ちょっと試しにやってみようかな♪
というみなさま、ぜひご参加ください！

手話を体験してみよう（学習会）
市民の憩いの場の清掃

●体験メニューはさまざま

（ボランティアグループの活動に参加）

●保育園、子どもにかかわる活動
●市内のボランティア・市民活動グループに参加
●障がいのある方たちに関わる活動
●高齢の方たちに関わる活動 などなど

●ご参加いただける方
中学生から大人まで
（メニューによって）
学習会メニューは
小学５・６年生も参加できます。

詳しい内容は、

●番外編

●参加費
200円（夏ボラカフェ～ふりかえり会
のお茶代）保険料（350円）や体験に必
要な交通費などは参加者負担です。

●事前に
はじまりの会（説明会）があります。
ボランティアの心がまえを楽しく学べます。

夏休み
自由研究 の
にも♪

「酒田市公益・ボランティアセンターだより6月号」

小学５年生から大人まで
いっしょに学べる
学習会メニューも
あります！

●お問合わせ・お申込み先

これまで参加された方からのご感想

相手がいるということはこんな
にも意欲をかきたてるもの
なのかと思いました。

⑷

とても楽しかったです！
また参加
したいです。

どうすればいいか
わからないこともあったけど、
やってみて
よかったです。

酒田市ボランティアセンター

人の役に立ちたい
という気持ちが
強くなりました。

（交流ひろば内）

電 話／43-8165（平日８：30～17：15）
F A X／26-5617
メール／volunteer@sakata-shakyo.or.jp
ホームページ／http://sakata-vc.com/
酒田市ボランティアセンター

に掲載しています！

（ホームページでもご覧になれます）

しめきり
7/3（月）

または、
こちらまでお問い合わせください。

メールアドレス登録募集
ボランティアセンターでは、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
「メール希望」
とお名
前を下記へ送信してください。

volunteer@sakata-shakyo.or.jp
※指定受信などをされている方は
上記アドレスの設定をお願いします。
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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～
◇「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）

◆生活福祉資金の貸付相談
◇所得の低い方、障がいのある方、高齢の方で
生活に必要なお金にお困りの方を対象に、相
談支援や貸付を行うものです。
◇対象となる資金や条件はさまざまです。詳し
くはお問い合わせください。
●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／7/28 ㈮、9/29 ㈮、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）

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。
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相談は無料です。
秘密はかたく守られます。

◆心配ごと相談
◇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）

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）

◆ボランティア・市民活動の相談
～酒田市ボランティアセンター～
◇「ボランティア活動をしてみたい」
「酒田で
活動しているグループを知りたい」など、ボ
ランティアや市民活動についての相談をお受
けしています。
●相談・問合せ／酒田市ボランティアセンター
（下記）

酒田市ボランティアセンター

○地域福祉センター内（新橋2-1-19）
☎／24-2626 FAX／24-6299
○交流ひろば内（中町3-4-5）
☎／43-8165 FAX／26-5617
Email／ volunteer@sakata-shakyo.or.jp
（平日 ８：30～17：15 年末年始を除く）

松山健康福祉センターで
「待ち合わせスペース」はじめます
◇デマンドタクシーの待ち合わせ等にご利用く
ださい。
●場所／松山健康福祉センター（字西田６）
●時間／平日９：00～16：00（年末年始を除く）
●無料です。
●問合せ／酒田市社協松山支部
＊連絡先は１ページをご覧ください。

糸魚川市大規模火災、熊本地震、
東日本大震災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を通じて被
災者に届けられます。
●受付場所／酒田市社協窓口
＊住所、開所時間は１ページをご覧ください。
●受付期間／糸魚川：平成29年６月30日まで
東日本・熊本：30年３月31日まで（5/1現在）

車いすの貸し出しをしています
◇短期間必要となった方に無料で貸し出しして
います。介護、福祉目的の使用に限ります。
◇市民や団体・事業者の皆様に寄贈していただ
いた車いすです。
◇台数に限りがありますので事前に
お問い合わせください。
●貸し出し期間／最長14日間
●受付場所／酒田市社協
（地域福祉センター内）
●問合せ／酒田市社協
＊住所、開所時間は１ページをご覧ください。

酒田市視覚障害者福祉協会
メンバー募集中！
◇今年度新しくできたグループです。
◇視覚障がいのある人の生活に役立つ研修会、
視覚障がいのある人についての理解が進むよ
うな周知活動、
メンバー同士が交流する会
（卓
球や日帰りの外出）などをしていきたいと思
っています。
◇体験参加も歓迎です。お気軽にお問い合わせ
ください。
●対象／視覚に障がいのある人、障がいがなく
ても会に興味のある人
●年会費／2,000円（その他イベント参加費は
実費）
●問合せ／☎52-2871（代表：富樫）
Eメール togashi4524@yahoo.co.jp
人とのふれあいがあり心安まる場所

コーヒーサロン「とまり木」

◇心の健康づくりボランティア「ほっとハート
庄内」が開催しているサロンです。
◇あなたのこころは元気ですか？話すことで
元気になれるかもしれません。お話しにいら
っしゃいませんか？
◇どなたでも無料でご利用できます。
●場所・開催予定日／
○酒田勤労者福祉センター
１階第１会議室（緑町19-10）
毎月第２土曜日 午後１：30～４：00
○酒田市交流ひろば
２階研修室（中町3-4-5）
毎月第４水曜日 午後１：30～４：00
＊開催日は月により変更になることがあります。
●問合せ／☎090-2842-2841（代表：齋藤）

あたたかいご寄付ありがとうございます
匿 名
5,000円
内郷小学校児童会 様 
6,000円
孝祥寺寒修行者一同 様 
10,000円
富士見小学校児童会 様 
20,000円
株式会社 エフワーク 様 
100,000円
カーブスセイムス鶴岡大塚 様 
食料品・調味料等
酒田飽海更生保護女性会 様 
20,000円
株式会社テクスト社 カーブス事業部 様 
食料品20箱
SAKATA ローゼン・コール 様 
10,000円
酒田消費者の会 様 
11,574円
酒田電気工事協同組合 彩の会 様 
11,457円

匿 名
酒田シーサイドライオンズクラブ 様 
高校生ボランティアサークル「かざみどり」様 
匿 名
東部中学校３年PTA 様 
阿部千代吉 様 
●指定寄付
【母子福祉ねむの木会 様へ】
匿 名

4,389円
車イス１台
15,800円
12,000円
39,877円
4,200円
50,000円

※平成29年２月１日～29年４月19日まで

酒 田 市 社 協 会 報（平成29年 6 月15日）
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～第１部 PRタイム～

編集発行／社会福祉法人酒田市社会福祉協議会

～第２部 交流タイム～
ことや
今回の出会いが新しい
りに
みなさんの活動の広が
つながりますように♪

4/21 なごみ会のお花見（平田支部）

普段お一人で暮らしているみなさ
んでいっしょに出かけました♪

発行責任者／阿部直善

ティアの
今年も市内外のボラン
みなさんに呼びかけ、
た♪
いっしょに参加しまし
た、
ありがとうございまし
す（^O^）
来年もお待ちしていま

写真で見る社協事業

紹介し、第２部では思い思いに交流を
楽しみました。

社協ってどんな活動をしているんだろう？

第１部ではボランティア・市民活動グ
ループのみなさんがそれぞれの活動を

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

2/18 しりあう つながる 何か生まれる!！
かもしれない!? ボランティア・市民活動交流会

29
6

⑻

いつも
民生委員のみなさんが
ださっています♪
いっしょに参加してく

1/28、 2/11
日向ささえあい除雪ボランティア

日向地区の方たちが主体となり、市や社協も協力して行
っている取り組みです。今年はのべ243人が参加！例年

より雪は少なかったですが、汗だくになりながら、みん
なで頑張りました‼

3/11 東日本大震災追悼の集い
参加者全員で、犠牲になられた方々へ黙と
うを捧げました。また、南相馬市役所の方

から、現状や南相馬市が取り組んでいるこ
とをお話していただきました。式典の後は、
SAKATA ローゼンコールさんによる「癒し
のコンサート」が行われました。

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。

ルさん
SAKATAローゼンコー
流活動をされていた
被災地の仮設住宅で交
心に響く歌声でした。
グループです。今年も
地球にやさしい再生紙を使用しています

