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題字：酒田東高校 美術部 2年

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!!

佐藤 愛莉さん

色えんぴつと優しい３つの色合いで
「ふれあい」の文字のあったかさを表現しました。

みなさまのご協力
みなさまのご協力はいろいろなところに
みなさまのご協力
届けられ、たくさんの人の笑顔や元気や
「ありがとう」の気持ちに
つながっています

今年もご協力をお願いします!!
十坂こども園の和太鼓演奏による地域交流
太鼓の購入などの一部に募金が使われています。
子どもたちは、太鼓を通して音の楽しさ、礼節、達成感などたくさんの
ことを学びます。地域の方たちの前で演奏をやり遂げ、子どもたちは
元気いっぱい。そして、子どもたちの元気と笑顔から、見ている方たち
にもたくさんの笑顔が広がりました。 （写真：8/13 十里塚夏祭りにて）
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●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!!
●「社会福祉法人」を知っていますか？
●平成29年度社協決算報告
●おしらせ・相談窓口
●PHOTO社協 写真で見る社協事業
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「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/

荘内)
八幡支部 ☎64‑3765・℻61‑1214･市条字八森920‑2(
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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酒田の
みなさま
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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!!

今年もご協力をお願いします!!
事業をおこなった団体からの
「ありがとうメッセージ」
29年度事業の一部を紹介（28年度の募金が使われています）

●10/1 スタートです
●募金方法
ミ振
自治会・コ
を通して

学校で
街頭で

場
企業・職
などで

イベント
などで

29年度皆さまからご協力いただいた募金は 12,614,036円!!
30年度のこちらの事業に活かされます
障がい者スポーツ大会
・文化祭に活用

卓球セットなどの購入

皆さまの善意に支えられていることに心より感謝申
し上げます。子どもたちは体を動かすことの楽しさを
友だちと分かち合っています。子どもたちにも皆さま
の心を伝え、大切に使用します。
広野学区学童保育所

地域のお年寄りの皆さんと
「みんなで遊ぼう会」

老人クラブ活動

老人クラブでは引きこもりや寝たきりを無くし、健康
寿命を伸ばすためスポーツ大会や文化事業を行って
います。皆さまのご寄付に感謝するとともに、社会に
奉仕し生きがいのある生活をしていきたいと思います。
酒田市老人クラブ連合会

ョン!!

バージ

2018年

みんなで楽しく過ごし、会場内には大きな笑い声が
響きました。皆さまからのご寄付を大切に使わせて
いただいています。
酒田市障がい者福祉会

数量

もしぇのん・あののん

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。

核家族が多い中、子どもたちは、会を通してお年寄りの
「やさしさ」や「ぬくもり」
を肌で感じることができました。
いただいたご寄付はお年寄りの方へのプレゼントの材
料費などに活用させていただきました。
北新橋保育園

31年度の助成先募集中です

社会福祉が目的で、地域の課題に対応する先駆的
な事業などへ助成します。ボランティアグループ、
福祉団体などの皆さま、ご相談ください。

申請は10/31まで

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

酒田市共同募金委員会（酒田市社協）
連絡先：１ページをご覧ください。

●子どもたちの健やかな成長・子どもたちと地域の住民の交流のために
酒田報恩会保育園
福祉施設訪問・お地蔵様まつり
若浜保育園
七夕まつり・施設訪問
宮野浦保育園
人形劇・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
広野保育園
ふれあい広場・地域高齢者との交流
地域の方々との交流・食育のための畑活動
浜中保育園
黒森保育園
なかよしクラブ事業・世代間交流
若宮保育園
地域文化伝承行事・昔話を楽しむ会
小鳩保育園
地域高齢者との交流
亀ヶ崎保育園
地域高齢者との交流
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
世代間交流事業
十坂こども園
世代間交流事業
北平田保育園
ゆうぎ発表会
園から地域への情報発信
中平田保育園
（ちゅうりっぷだより発行）
学校法人 アテネ認定こども園 人形劇
学校法人 酒田ふたば園
親子と地域の人とのふれあい行事
若浜学区学童保育所
プロジェクター購入
亀ケ崎学区第１学童保育所
電動式かき氷機他購入
亀ケ崎学区第２学童保育所
液晶テレビ、スクリーン他購入
松陵学区学童保育所
パソコン他購入
泉学区第２学童保育所
プロジェクター、かき氷機他購入
松山学区学童保育所
整理棚購入
ちょうかい子育て応援団
地域子育て支援事業
泉学区子育て応援団
子育て支援事業
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
酒田市青少年を伸ばそう市民会議 青少年健全育成市民親子研修大会
スワンの会
学習会・研修事業
NPO 法人がくほれん with 酒田 指導員研修会
子育て支援グループ
研修事業
「ぴーちくぱーく」
酒田市子どもまつり実行委員会 酒田市子どもまつり
●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・研修会
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
（相互支援のつどい )
一人暮らしのお年寄り宅電気保安点検事業
酒田電気工事協同組合

●障がい児・者の社会活動のために
NPO 法人みらいず
自動調理鍋購入
NPO 法人支援センターなのはな畑 ベンチ
（収納型）
購入
NPO 法人あらた
高圧洗浄機購入
NPO 法人みつば
事務用品購入
NPO 法人酒田市障がい者福祉会 酒田市障がい者スポーツ大会、文化祭
八幡身体障害者更生会
身体障害者親睦レクリェーション大会
松山障がい者福祉会
団体活動費
平田身体障害者福祉協会
あいあいサロン、団体活動費
酒田飽海鍼灸マッサージ師会 高齢者に対する治療ボランティア
社会福祉法人酒田市あすなろ福祉会 木工製品促進シール作成
NPO 法人支援センター
収納ラック、かき氷機購入
ふれあい工房
ワークショップ・ヤッホー
事務用品購入
障がい福祉サービス事業所た
ムーラン
（こす機械）
購入
ぶの木
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
運営費・ふれあい教室事業
●地域の福祉活動のために
NPO 法人宮野浦
未来創成会議ホッとなる
心の健康づくりボランティア
ほっとハート庄内

宮野浦つながってホッとなる
街おこし事業
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
酒田市八幡遺族会
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
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・山寺健康おでかけ隊
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

災害時に災害ボランティアセンターを立ち上げる時の準備金、また、
県全体の活動をしている福祉団体にも使われています。
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社会福祉法人平田厚生会（楢橋字大柳3-1）

社会福祉法人のどか（三川町大字猪子字大堰端333）

南平田コミュニティ振興会で始まった高齢者の通
所型サービスにおいて、会場までの「足の確保」が課
題となっていたことから、デイサービスセンターみす
みの送迎終了後の車両を利用して参加者の送迎支援
をしています。送迎車両の運転手が介護予防運動指
導者として参加、介護予防運動の普及、啓発活動も
併せて行っています。

あづまこども園（東町）
といのこ保育園（三川町）
周辺の地域の子育て世代
等を対象に育児について
の相談、子育て情報の提
供や助言、親子での遊び
方の紹介を行っています。
子育ての不安感の緩和
と子どもの健やかな育ち
を支援することを目的に
平成２９年度から実施して
います。

社会福祉法人かたばみ会（北千日堂前字松境18-1）

社会福祉法人明松会（相沢字北森155）

特別養護老人ホームかたばみ荘等の職員が光陵高
校へ出向き、家庭部の生徒等に高齢者疑似体験と認
知症サポーター養成講座を実施しています。
高齢者疑似体験は理学療法士・看護師を中心とし
た職員チームを派遣、疑似体験キットや車イスを使用
し、加齢による体の変化を体験します。認知症サポー
ター養成講座は介護支援専門員のチームで実施して
います。

内郷コミュニティ振興会と協賛し、地域の方を対象
とした木工・陶芸教室を開催しています。
和光園で所有する木工機械、陶芸窯を地域の方か
らも利用していただき、利
用者との交流の場になれば、
との想いから開始しました。
参加者の皆さんは思い
思いのカップやお皿などを
制作し、本焼きの出来上が
りを楽しみにしておりました。
小学生がいるご家族の参
加が多いです。

社会福祉法人こどもの森協会（あきほ町661-9）

社会福祉法人正覚会（黒森字葭葉山54-10）

木の実こども園の園舎・園庭の地域開放として、広
場的な交流事業と園体験事業に取り組んでいます。
月１回、なかよし広場として就園前の子供と親を対
象に、園行事に参加する形での交流をしています
（予
約不要）
。また、週３回午前中、園の体験や育児相談
のために園を開放しています
（要予約）
。

こもれびの郷認知症対応型通所介護事業所（黒森字境
山）の利用者の方に、以前より取組んでいる学習療法（認
知症緩和を目的とした療法）
を無料実施しています。
教材費の個人負担がありましたが、学習療法を広く提
供したいとの思いから、平成２２年１０月より、無料実施して
います。

※その他、複数の法人で介護保険サービス等の利用者負担額の軽減措置を行っています。

7月5日、第１回「酒田市社会福祉法人
連絡会議」を開催しました！

市内社会福祉法人の協力体制の強化等を目的に「社会福祉法人連絡
会議」を開催しました。当日は市内１９法人が参加し、各法人の取組の情
報交換の他、公益的な取組を効果的に進めるための考え方を勉強会で
学びました。今後も定期的に開催します。
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営だけじゃない!?
福祉の事業所・施設運
し ゃ か い ふ く

し

ほ う じ ん

社 会 福 祉 法 人 を知っていますか？

〜地域社会への貢献のため、創意工夫をこらした多様な
「地域における公益的な取組」を進めています〜
ギモン①

そもそも社会福祉法人って何？ どんな組織なの？

社

会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法にもとづいて
設立されている法人です。公益性の高い、非営利法人であり、社会福祉事業
の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ公正に行っています。酒
田市には、事業所や施設を運営する社会福祉法人が市社協を含め、２８法人あります。

ギモン②

社会福祉法人ってどんな事業をしているの？ 社会福祉事業って何？

第１種社会福祉事業と第２種社会福祉事業に分類されています。
社 会福祉事業は、
高齢者、子ども、障がい者、生活困窮者など、さまざまな生活課題や福祉ニー

ズを持つ方々の生活を支えています。

第１種社会福祉事業：障害者支援施設、宿所提供施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 等
第２種社会福祉事業：障害福祉サービス事業、保育所、認定こども園、老人デイサービス事業、老人短期入所事業 等

ギモン③

地域における公益的な取組って？社会福祉法人の地域での役割は？
度にとどまらない福祉サービスの担い手として、事業所や施設の福祉サービス
制 の利用者だけでなく、
地域に暮らす人々を支えるため、地域のニーズに応える

取り組みを実践し、そこから新たな福祉サービスをつくり出すことが求められています。
その一つが「地域における公益的な取組」の実施です。

酒田市でも

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」が進められています！
現在、市内の社会福祉法人が取り組んでいる
「地域における公益的な取組」
の一部をご紹介します

社会福祉法人幾久栄会（小泉字前田50）
特別養護老人ホーム幸楽荘では、日頃お世話にな
っている地域の方々に対しての御礼の意味も含め、
職員が一丸となって「夏祭り」を開催しています。
日向地区のボランティア、産業まつりや日向祭りに
参加して「介護相談」等を実施し、地域のネットワーク
構築に取り組んでいます。
その他、サロンを通した地域住民の居場所づくり、
家族介護者を対象とした交流会、認知症カフェへの
協力など複数の取組を行っています。
また、福祉教育活動として鳥海八幡中学校の生徒
を対象に
（医）
宏友会・老人保健施設うららで企画開催
する「車いす講習会」へ職員を派遣しています。

社会福祉法人光風会（宮野浦3丁目20-1）
シェ・モワ介護予防センター
（緑町）で地域の高齢者の方
が、健康に生活ができるように
「健康塾」を開催しています。
知っておきたい薬の話、ミュ
ージックケア、ロコモ予防体操、
簡単にできるあったか料理な
どの講座を開設しています。
年に4回開催しており、自
治会の協力で、チラシを回覧
していただき、近隣住民の方
の参加者を募集しています。
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相談窓口
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相談は無料です。
個人情報は
かたく守られます。

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
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）

心配ごと相談
◇ 健康、法律、医療、高齢、女性及び児童問題
などさまざま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（１ページ）
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。

あたたかいご寄付ありがとうございます

◇チケット代金は全額共同募金への募金となります。
●日時／12月8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
◇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22日㈭〜11月30日㈮
●場所／市役所1階フリースペース
（本町2丁目2‑45）
●問合せ／酒田市社協（１ページ）

平成30年北海道胆振東部地震災害、
平成30年7月豪雨災害（西日本豪雨）、
東日本大震災、熊本地震で被災された方への
義援金を受け付けております。
◇被害にあわれた皆さまに、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／酒田市社協窓口（１ページ）
●受付期間／平成30年７月豪雨：平成30年12月
31日まで、平成30年北海道・東日本・熊本：
平成31年３月31日まで（9/11現在）

６月以降、各自治会、コミュニティ振興会の皆さま
に届けていただいております。ご協力くださった皆
さま、お忙しい中、取りまとめてくださった皆さま、本
当にありがとうございます。

体・事業所の皆さまからご協力をいただきました。まことにありがとうございました。

■収 入
項

会費

目

決算額

15,140,900

寄付金
経常経費補助金
市・県・県社協受託金
介護保険事業
障がい福祉サービス等事業

合

備

3.3%

各世帯からいただいている社協会費
市民や団体からの寄付金

単位：円

考

1,228,792

0.3%
22.4%

酒田市と山形県社協からの補助金、共同募金収入

66,475,439

14.4%

酒田市と山形県、山形県社協からの受託金

6,056,857

1.3%

248,669,017

53.8%

14,492,315

3.1%

障がい者自立支援事業収入

6,463,306

1.4%

各種基金利子・制度外利用者負担金収入等

462,086,396

100.0%

その他
計

割

103,559,770

事業収入

福祉サービス利用援助事業利用者負担金及び後見報酬等
介護保険事業収入

■支 出
項

目

法人運営事業

決算額

88,045,760

割

合

19.8%

備

人件費等社会福祉法人の運営経費

1,908,746

0.4%

新・草の根事業への繰り出し

施設管理運営事業

9,473,835

2.1%

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

単位：円

考

社会福祉基金事業

8,443,652

1.9%

車輛費、燃料費、業務委託料

地域福祉推進事業

17,674,944

4.0%

新・草の根事業、戦没者追悼式経費

地域支え合い事業

1,061,519

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

5,886,867

1.3%

高齢者、障がい者等の福祉サービス利用援助事業や金銭管理を行う事業

法人後見事業

1,229,395

0.3%

成年後見人等を法人として受任する経費

生活福祉資金支援事業

2,613,000

0.6%

各種福祉相談と手続き業務の経費

16,790,643

3.8%

生活困窮者自立支援事業の経費

20,000

0.0%

たすけあい資金徴収不能額
避難者相談員配置事業、東日本大震災追悼の集い事業等

生活困窮者支援事業
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

4,848,000

1.1%

237,441,659

53.5%

27,503,161

6.2%

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

共同募金事業

10,102,265

2.3%

助成金、歳末激励金、会報発行・発送、災害見舞等

ボランティアセンター事業

11,290,409

2.5%

ボランティアセンター事業、公益活動支援事業等

444,333,855

100.0%

計
※内部取引については相殺しています。

■ 貸借対照表

純資産の部

社協会費・日赤会費へのご協力
ありがとうございます。

福祉推進事業に充てられ、人件費は酒田市からの補助金収入および酒田市、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さま、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、ボランティア団体、法人等々、多くの機関・団

負債の部

※平成30年４月11日〜7月31日まで

赤い羽根 共同募金 応援
クリスマスコンサート

社会福祉協議会決算報告

平成30年５月23日に開催された理事会及び平成30年６月12日に開催された評議員会において「平成29年度酒田市
社会福祉協議会決算」が承認されましたので、お知らせいたします。皆さまからいただいた会費収入は、全額地域

資産の部

●社協へのご寄付
3,174円
阿部千代吉 様
14,000円
匿 名
6,136円
松山いきいきくらぶ 様
500,000円
㈱アークベル 様
（車椅子購入指定寄付）
㈲愛・めぐみ
前田自動車工業㈲
㈱ひかりの郷
ケアサポートひばり㈲
㈱ふれんど
9,000円
酒田飽海建設総合組合 平田支部 様
酒田飽海建設総合組合 酒田大工支部連合会 様
4,699円
19,885円
酒田飽海建設総合組合 八幡支部 様
34,500円
匿 名
車椅子1台
山形県火災共済協同組合 様
44,139円
平成29年度東部中学校3年PTA 様

平成29年度

⑹

流動資産
固定資産
合

336,822,455
655,957,008
992,779,463

計

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

37,190,713
133,519,453
170,710,166
113,164,851
340,107,635
32,398,812
3,753,973
332,644,026
822,069,297
992,779,463

その他
（1.4%）
障がい福祉サービス
等事業
（3.1%）

会費
（3.3%）
寄付金
（0.3%）

経常経費
補助金
（22.4%）

介護保険
収入
事業
（53.8%） 462,086,396円

事業収入
（1.3%）
市・県・県社協受託金
（14.4%）

ボランティアセンター
事業
（2.5%）
共同募金事業
（2.3%）
地域包括支援センター
事業
（6.2%）

地域支え合い事業（0.2%）
地域福祉推進事業（4.0%）
福祉バス管理運営事業（1.9%）
施設管理運営事業（2.1%）
社会福祉基金事業（0.4%）
法人運営
事業
（19.8%）

支出
介護サービス
事業 444,333,855円
（53.5%）

その他地域福祉事業 （1.1%）
たすけあい資金貸付事業
（0.0%）
生活困窮者支援事業
（3.8%）

福祉サービス利用
援助事業
（1.3%）
法人後見事業
（0.3%）
生活福祉資金
支援事業
（0.6%）

酒 田 市 社 協 会 報（平成30年₁₀月 ₁ 日）
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実践型学習会
てみよう」
んだり、
遊
に
緒
一
♪
動
活
の
「方言カルタ大会をやっ
保育園で
した♪
着替えを手伝ったりしま
もたちもうれしそう♪
子ど
で、
お姉さんと一緒

7/26

ひらた社会福祉のつどい

7/4

戦没者追悼式

地域で元気に安心して暮らしてい
くことができるよう一緒に学ぶこと
を目的に、平田の５地区社協と市社
協平田支部が共に開催しています。

ん）氏
今年は石川茂稔（もうね
いただきました♪
（長泉院住職）にご講演

発行責任者／阿部直善

生きるうえで
先生のやさしい笑顔と
ったお話に、
つま
大切なことがたくさん
した♪
前向きな気持ちになりま

先の大戦における酒田市の戦
没者は3,316名。その方々が
愛する家族や古里を思いなが
ら戦禍に倒れたこと、最愛の
肉親を失ったご遺族が懸命に
生きてこられたことを改めて思い、悲惨な過去をくり返さず、
平和を希求していく思いを共有しました。

事業に赤い羽根共同募金が使われています。

7/12〜14

南部地区（松山）通学合宿事業

と一緒に
地域協力隊(食改)の方
♪
夕食の準備をしました
南部地区社協とコミ振が、地域

の小学５・６年生を対象に、地

域社会とのつながりや社会性を
はぐくむことを目的に開催して
います。事業の一部に赤い羽根
共同募金が使われています。

写真で見る社協事業

30

社協ってどんな活動をしているんだろう？

今年は過去最多の参加者数でした！

PHOTO
社協
ほんの一部ですが︑写真を通して紹介します︒

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。５年目の

第１回で酒田方言あそび研究会齋藤健太郎氏
から学 び︑第２回では︑小学生を招いて﹁ 方言

カルタ大会﹂の運営を行いました︒

夏のボランティア体験

の
いげ
しで

会報 ふれあい 平成 年 月 日 第 号

7/21〜8/31

⑻

戸沢村大雨被害への
ボランティアバス
8/18・19

浸水した荷物の
運び出し作業（8/18）

は
被害にあわれた方から
「ボランティアに
来ていただいて本当に
ありがたい」と、
からは
参加したボランティア
の
と
「行ってよかった」
。
言葉をいただきました

夕食後に紙芝居師
「よねさん」による
紙芝居と駄菓子屋を
楽しみました♪

8/5からの大雨被害により戸沢村社協では災害ボラ
ンティアセンターを設置しボランティアの受け入れを
行いました。酒田市社協では、市民に呼びかけボラン
ティアバスを運行しました。また、設置期間中、災害ボ
ランティアセンターへの職員派遣を行いました。

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。

地球にやさしい再生紙を使用しています

