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く楽しそうな雰囲気が伝わってきます。

\PICK UP/「赤い羽根共同募金運動への
ご協力ありがとうございます」

市社協はこんな仕事をしています。知っていますか？
「災害ボランティアセンター」「成年後見制度　法人後見事業」等

　 赤い羽根共同募金助成事業　ちょうかい子育て応援団「親子の笑顔あふれるふれあい広場」
さかたのまちを良くするしくみ、赤い羽根共同募金は酒田のさまざまな場所で役立てられています。
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\PICK UP/

順不同

へのご協力　　　　いつもありがとうございます‼

令和２年度皆さまからいただいた善意の募金は 1,182万9,027円です。
令和２年度の募金が令和３年度において次のような事業に活用されています。

10/1スタートです

●子どもたちの健やかな成長・子どもたちと地域住民の交流のために
広野保育園 ふれあい広場、芋煮地域交流会

新堀保育園 みんなで人形劇を楽しもう会、
七夕飾りを届けよう会

浜中保育園 コンサート等を地域の方々と
一緒に楽しむ会、太鼓演奏交流会

黒森保育園 なかよしクラブ事業
若宮保育園 夏祭りの行事、昔話を楽しむ会
宮野浦保育園 人形劇を楽しむ会、パソコン購入
報恩会保育園 福祉施設訪問
若浜保育園 七夕まつり
小鳩保育園 世代間交流事業
亀ケ崎保育園 世代間交流事業
十坂こども園 世代間交流事業、福祉車両購入

西荒瀬保育園 祖父母との交流、人形劇鑑賞、
老人施設訪問

北平田保育園 ゆうぎ発表会
酒田ふたば園 親子と地域の人々とのふれあい行事
泉学区第2学童保育所 ビルディングブロック購入

松陵学区学童保育所 防災DVD、配膳台、ブロック、
児童図書購入

若浜学区学童保育所 スチームマシーン購入

亀ケ崎学区第1学童保育所 スティッククリーナー、
ホワイトボード、ブロック購入

亀ケ崎学区第2学童保育所 電子ピアノ、書画カメラ、
ボードゲーム、ブロック購入

十坂学区学童保育所 折り畳みサッカーゴール購入

●新 八幡学童保育所 整理棚設置
NPO法人がくほれんwith酒田 指導員研修事業
酒田市母子福祉ねむの木会 入学・進級を祝う会
●障がい児・者の社会活動のために
NPO法人支援センター
なのはな畑

作業用テーブル、手すり付き椅子、
整理棚、掃除機購入

多機能福祉施設こもれび ノートパソコン購入

●新 多機能型事業所 日本海 LEDスタンドライト、
ミーティングテーブル購入

NPO法人
酒田市障がい者福祉会 社会参加促進事業

八幡身体障害者更生会 生きがい支援事業
松山障がい者福祉会 研修会事業、友愛訪問
平田身体障害者福祉協会 社会参加事業、あいあいサロン事業
酒田手をつなぐ育成会 会報誌発行事業、家族支援大会
八幡手をつなぐ育成会 研修会・社会参加交流事業

松山・平田手をつなぐ育成会 ふれあい教室の開催
社会福祉法人
酒田市あすなろ福祉会 販売促進広報用プリンター購入

NPO法人支援センター
ふれあい工房

電子ピアノ、パズル、CD、
調理器具購入

NPO法人障がい者
サポートセンター あらた 就労訓練用クリーナー購入

NPO法人みつば 施設清掃消耗品購入、作業手順書作成
酒田飽海鍼灸マッサージ師会 高齢者無料マッサージの実施
NPO法人みらいず 防災環境整備事業
●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 広報誌の発行経費、社会奉仕活動

酒田市老人クラブ連合会
八幡支部

グラウンドゴルフ大会、
女性部研修会

酒田市老人クラブ連合会
松山支部 福祉講座、会報誌発行

酒田市老人クラブ連合会
平田支部 相互支援のつどい

●地域福祉活動のために

ちょうかい子育て応援団 親子の笑顔あふれるふれあい広場
（表紙掲載）

●新 松陵学区社会福祉協議会 「松陵いこいの場」開催
亀ケ崎社会福祉協議会 「親守唄」「写真作品」募集事業
酒田市青少年を
伸ばそう市民会議

４０周年記念
「青少年健全育成市民研修大会」

酒田市ボランティア連絡協議会 研修事業
酒田市八幡遺族会 戦没者追悼事業
酒田市遺族会松山支部 啓発のための戸別訪問活動
酒田市平田遺族会 慰霊祭
酒田市自治会連合会 会報誌発行事業
酒田市民生委員・
児童委員協議会連合会 各種研修事業

社会福祉法人
酒田市社会福祉協議会

会報発行、災害お見舞金、
行旅人援護金、その他地域福祉事業

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していた事業
　内容が変更・中止となる場合もあります。

もしぇのん・あののん 共同募金オリジナルエコバッグ
2021年はエコバッグ！詳しくは酒田市社協（8ページ）へお問い合わせください。

職員手づくり！ 数量限定！

このほか、市内外のコロナ禍における福祉活動への支
援や、災害ボランティアセンター（4ページ）の設置・運営
経費など全国の災害被災地の支援活動にも役立てられ
ています。

※●新 は新たに助成した事業

　2令和 ３年10月 1 日



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‼
今年も皆さまの温かいご支援とご協力をお願いします。

　皆様から頂いた大切な募金を、保育現場の中でより
充実した運営に生かすべく、サッカーゴールを購入さ
せていただきました。子どもたちがゴールに向かって
思いっきりシュートしたり、汗だくになりながらゲー
ムを楽しんでおります。遊びを通して技術だけでなく、
人と人のつながりや人としてのマナーや礼儀、運動能
力の発達に貢献できるよう、支援していきたいと考え
ております。ありがとうございました。

　今回、赤い羽根共同募金の助成金のおかげで、
整理棚を設置することができました。学童の利用
人数が増えて、現在ランドセル入れに使っている
整理棚では間に合わなくなってきていました。
　今後さらに利用人数が増えた際の心配もなくなり
ました。今は児童の遊具や文房具の収納に使用し、
とても助かっています。心より感謝申し上げます。

　火を使わないので、熱さを感じず、車いすや足
腰の弱い方も座ったまま調理することができるよ
うになりました。安心して調理することができ「楽
しい」といった声がたくさんありました。大切に
使わせていただきます。ありがとうございました。

助成を受けた団体からの「ありがとうメッセージ」
最近の助成事業について一部ご紹介いたします。

募金は私たち酒田の福祉活動、県全体の福祉活動、災害への備えなどに使われています。

●詳しくはお気軽に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８ページ）

　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10/20まで
※申込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。

　市内の芸術作品創作者よりお寄せいただいた作品
を入札により販売します。入札額全額を経済的に大
変な世帯の方々や、その世帯の児童・生徒に激励金
としてお渡ししています。

●12/8㈬午後１時から12/14㈫午後３時まで
●総合文化センター1階モール

令和４年度の助成先募集中 歳末たすけあい色紙・楽焼展

八幡学童
保育所

十坂学区
学童保育所

NPO法人
みらいず

折り畳みサッカーゴール購入

整理棚の
設置

障がい福祉サービス事業所での
電気調理器具購入
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ライオンズクラブ国際協会と災害時の協力について協定を結んでいます

〇被災地や被災者のため
にお手伝いしたいとい

〇災害ボランティアセンターは、災害が起こった後に設置される場合がある臨時の
センターです。酒田市では、市の要請を受けて、市社協が設置・運営します。運
営については、関係機関・団体と連携・協力します。災害ボランティアのチカラ
を被災者の支援につなぐため、「支え合いの調整役」の役割を担います。

〇災害ボランティアの力を必要としている被災者から「手伝ってほしいこと（ニーズ）」
を聞き取り、受け付けます。同時に、災害ボランティアを募集、受付し、「手伝って
ほしいこと」「手伝えること」を調整し、つなぎます（マッチング）。また、災害ボラン
ティアへの事前説明や道具の貸し出しなどを行います。

　被災者の困りごとによって依頼される活動はさまざまです。

被災者の困りごとに沿った活動をしていただくことで、被
災者の生活再建につなげます。

　ライオンズクラブ国際協会と酒田市社協・庄
内町社協・遊佐町社協は災害時における協力に
関する協定書を締結しました。庄内北部地区（酒
田市・庄内町・遊佐町）における災害発生時に、
支援物資の調達、災害ボランティアセンターの
運営支援等に協力していただきます。平時から、
災害ボランティアセンター設置運営訓練を一緒
に行う等、情報交換を行い有事に備えます。

知っていますか？ 
災害ボランティアセンターの設置

災害ボランティアとは？

災害ボランティアセンターの役割とは？

市社協では、市内で大規模災害が発生した場合、
「災害ボランティアセンター」を設置します。

災害ボランティアの活動とは？

市社協は
こんな仕事を
しています
その1

令和３年６月２５日
「災害時における協力に関する締
結書」締結式にて

【左から】
ライオンズ国際協会ゾーンチェアパーソン　
　　　　　　大川　幸清氏
酒田市社協 会長 阿部　直善
庄内町社協 会長 齋藤　君夫氏
遊佐町社協 会長 佐藤久美子氏

（例）水害の場合
・自宅に流れこんだ泥を出す作業・泥で汚れた家財を運び出す作業
・泥で汚れた家財の洗浄　…等

  ☞ 昨年の令和２年７月豪雨では、県内でも山形市、村山市、大石田町、河北町、大江町、
　     大蔵村の各社協に設置されました。（中山町では町役場が設置）

・被災した個人宅や避難所のニーズ調査
・関係機関へ情報提供
・災害ボランティア活動希望者への情報提供

・災害ボランティア活動支援物資の確保
・災害ボランティア受付・登録、被災者ニーズとのマッチング
・被災者ニーズに基づいた活動

う思いで自主的に活動する方々で、
各地から駆けつけます。
〇近年、自然災害が頻発する中、被災
地の復旧・復興のため、大きな役割
を果たしています。

災害ボランティアについて知りたい、協力したい    ボラポートさかた　☎43-8165　Email／volunteer@sakata-shakyo.or.jp  

＊このページのイラストは「防災無料イラスト by いぢちひろゆき」様から提供

＊写真撮影時のみマスクを外しています。

令和2年8月
大蔵村災害ボランティアの様子

　4令和 ３年10月 1 日



成年後見制度を詳しく知りたい
制度の利用を相談したい

地域福祉課 成年後見担当　☎24-2626（直通） 
 Email／anshin@sakata-shakyo.or.jp

出前講座も承っております。
実例や実務を交えて、制度の
説明をさせていただきます。

　認知症や障がい等の理由で、判断力が不十分な方には（もしくは将来に備えたい場合は）「成年後見制度」
があります。
　成年後見制度は、本人や親族、市長等の申立てにより、家庭裁判所がその方の援助をしていくのに適任な
方（成年後見人等）を選び、本人を保護・サポートする制度です。

✚国内災害救護などの赤十字活動の普及啓発、赤十字奉仕団活動などへの
協力、日赤会費や義援金の受付などを行っています。また、市内で発生
した火災等被災者の方に、災害救援物資（緊急セット、毛布など）や災
害見舞金をお渡ししています。

✚災害時に、地域で救護活動を迅速に展開できるように、「ワンタッ
チテント」「野外炊飯器」を市社協内に配備しています。
✚「ワンタッチテント」「野外炊飯器」は、自治会等による災害等対
応訓練などに貸し出しをしています。ぜひご活用ください。

◇継続した後見業務を図ることができる
◇組織でのチェック機能が働き、適正な業務ができる
◇困難事例へチームとして対応ができる

◇医療や福祉サービスに関
しての手続き、支払い

◇住居の確保のための手続き
（賃貸契約など）・支払い
◇生活状況の定期的な確認
　など

◇預貯金や現金の入出金管理
◇不動産や自動車など資産
の管理・処分

◇税金の申告・納税
◇年金などの申請や受取り
　など

知っていますか？ 
「成年後見制度」の法人後見事業

知っていますか？ 
日本赤十字社活動への協力

業務内容

市社協では、法人として成年後見人等となる「法人後見事業」に取り組んでいます。

市社協では、「日本赤十字社山形県支部酒田市地区」
（地区長 酒田市長）の事務局を担当しています。

災害救護活動用機材の配備・貸し出し

個人での成年後見人等ではなく、法人で行うことのメリット

市社協は
こんな仕事を
しています
その2

市社協は
こんな仕事を
しています
その3

☺身上監護☺︎ ☺財産管理☺︎

赤十字活動を詳しく知りたい、機材を借りたい
    総務課　☎23-5765　Email／shakyo@sakata-shakyo.or.jp

市社協では現在、14
名の後見人等を受任。社会
福祉士資格を持つ職員がチ
ームで対応しています。

日赤山形県支部から寄贈

5　令和 ３年10月 1 日



入ってきたお金
令和2年度収入の内訳

お金の使い道
令和2年度支出の内訳

✓年度末の財産などの状況（貸借対照表）や令和２年度決算
の詳しい内容についてお知りになりたい方は、市社協まで
お気軽にお問合せ下さい。

✓「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」（ＷＡＭＮＥ
Ｔ）でも確認できます（市社協ホームページでご案内しています）。

入ってきたお金
4億9,735万円

介護サービスや
障がいサービスを
提供して入るお金
49％

2億4,521万円

市民の皆さまから
いただいている会費

3％
1,484万円

市社協独自の
事業を行って
入るお金

（成年後見報酬など）

2％
961万円

酒田市、山形県、
山形県社協など
から入るお金

（補助金や事業委託料など）

34％
1億6,638万円

その他のお金
（寄付金、受取利息、
積立資産取崩など）
12％
6,131万円

お金の使い道
4億8,514万円

介護サービスや
障がいサービスを
提供するために
使うお金
53％

2億5,842万円

認知症の方や障がい者の方、
困窮者の方などの相談や
生活支援のために使うお金

6％
3,000万円

その他のお金
（法人運営事業、
施設管理運営事業）
31％

1億5,164万円

地域福祉の活動や
その支援のために
使うお金
10％
4,508万円

酒田市社協
評議員・理事・監事 紹介

令和2年度の酒田市社協
決算（収入と支出）内訳ご報告

【評議員】
　田賀　幸二（酒田市自治会連合会）
　梅木　紀夫（酒田市自治会連合会）
　小鷹光喜男（酒田市自治会連合会）
　芳賀　　隆（酒田市自治会連合会）
　長谷川俊一（酒田市自治会連合会）
　池田　禎夫（酒田市自治会連合会）
　土門　幸広（酒田市地区自治会連合会）
　佐藤　邦夫（酒田市地区自治会連合会）
　齋藤　俊一（酒田市地区自治会連合会）
　丸藤　修市（酒田市八幡自治会長会）
　佐藤　　実（酒田市八幡自治会長会）
　小松　幸雄（酒田市八幡自治会長会）
　田中井直江（酒田市松山地区自治会連合会）
　荘司　德由（酒田市松山地区自治会連合会）
　石黒　彦悦（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）
　後藤　　純（酒田市平田自治会長会）
　佐藤　健一（酒田市平田自治会長会）
　奥山　　悟（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）
　鶴田　裕子（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
　加藤　武雄（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
　佐藤　　隆（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
　伊藤　和子（酒田市民生委員・児童委員協議会連合会）
　田中　伸一（酒田市老人クラブ連合会酒田支部）
　冨樫　俊之（酒田市老人クラブ連合会八幡支部）
　髙橋　忠信（酒田市老人クラブ連合会平田支部）
　櫻田　常夫（松山・平田手をつなぐ育成会）
　鈴木　四郎（酒田市ボランティア連絡協議会）
　奥山　洋子（ＮＰＯ法人ふれあいヘルパーサービス）
　池田　知子（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）
　池田　裕子（酒田市健康福祉部福祉課）
　阿部　　周（酒田市教育委員会学校教育課）

　任期　令和３年６月18日から令和６年会計年度に係る定時　
　　　　評議員会の終結の時まで

【理事】
　会　　長　阿部　直善（学識経験者）
　副 会 長　阿部　建治（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　平向　邦夫（酒田市松山地区自治会連合会）
　副 会 長　佐藤　賢一（酒田市平田自治会長会）
　常務理事　桐澤　　聡（酒田市社会福祉協議会）
　　　　　　信夫　効次（酒田市八幡自治会長会）
　　　　　　石井　靖雄（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）
　　　　　　伊藤　信弘（酒田市老人クラブ連合会）
　　　　　　遠田　良子（酒田市母子福祉ねむの木会）
　　　　　　守屋　啓子（酒田市ボランティア連絡協議会）
　　　　　　阿部　　勇（ＮＰＯ法人がくほれんwith酒田）
　　　　　　白畑真由美（酒田市健康福祉部）
　　　　　　戸田　　登（学識経験者）
【監事】
　今田　哲雄（酒田市自治会連合会）
　齋藤　啓一（酒田市平田自治会長会）
　原田　　勇（税理士）

　任期　令和３年６月18日から令和４年会計年度に係る定時　
　　　　評議員会の終結の時まで
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生活福祉資金の相談

仕事、家計、生活などの相談

会報ふれあい編集委員会の紹介

義援金の受付
日本赤十字社を通して、全国の被災地へ

市
社
協
よ
り
お
知
ら
せ

◇所得が低い世帯、障がい者世帯、高齢
者世帯で、生活に必要なお金にお困り
の世帯を対象に、相談支援や貸付を行
います。

◇進学に伴う教育支援資金のご相談はお
早めにお願いします。

◇対象となる資金や条件はさまざまです。
貸付内容など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
	 ☎／25-0350
	 Email／jiritsu@sakata-shakyo.or.jp
	 （平日8：30～17：15	年末年始を除く)
	 ※来所相談の際は事前連絡をお願いします。

◇一人ひとりの悩みをお聞きし、解決に
向けて一緒に考え、自立に向けた支援
を行います。

会報ふれあい発行にあたって、会報編集
委員会を開催しています。委員会は、他
団体からの推薦者と社協職員から構成さ
れており、会報がより良いものとなるよ
うに意見を出し合っています。

令和3年６月15日発行「会報ふれあい第51号」の記載
に誤りがありました。

●１ページ　今号の題字
　（誤）酒田市立鳥海八幡中学校　総合文化部
	 ２年　相蘇　明日香　さん

　（正）酒田市立鳥海八幡中学校　総合文化部
	 ２年　相蘇　明日花　さん

ご本人並びに関係者の皆さまには大変ご迷惑をおかけ
しましたことを深くお詫び申し上げます。

■酒田市地域福祉センター（酒田市社協）
■酒田市社協　八幡・松山・平田各支部
■ボラポートさかた（交流ひろば）
■酒田市役所、八幡・松山・平田総合支所

地域福祉のために
	酒田市社会福祉協議会にご寄付・義援金をいただきました

ありがとうございました

お詫びと訂正

●市社協への寄付

●指定寄付

酒田飽海建設総合組合平田支部 9,000円 
佐藤和香子 50,000円 
阿部千代吉 3,645円 
酒田あじさいの会 29,742円 
平田ボランティア連絡協議会 526円
学生生活支援 実行委員会 日用品
匿名 24,000円 
匿名 介護用品
匿名 1,000円

㈱山形ビルサービス
（母子福祉ねむの木会へ） 薬用泡ハンドソープ

匿名
（母子福祉ねむの木会へ） 19,796円

匿名
（放課後等デイサービスこえだへ） 100,000円

●フードバンク事業への食料品寄付
酒田電気工事協同組合 生活協同組合 共立社
本間病院 友の会 医療法人健友会 本間病院
匿名

敬称略・順不同　令和３年５月２６日〜９月３日受付分

　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。お忙しい中、ご協力く
ださった皆さま、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。

社協会費・日赤会費へのご協力
ありがとうございます

7　令和 3年10月 1 日



写 真 で 見 る 酒 田 市 社 協

八幡支部	市条字八森920-2（やまゆり荘内）	 ☎64-3765
松山支部	字西田6（松山健康福祉センター内）	 ☎62-2843
平田支部	飛鳥字契約場35（ひらたタウンセンター内）	☎52-2260
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）
	 中町3-4-5（交流ひろば内）	 ☎43-8165

〒998-0864　酒田市新橋2-1-19（酒田市地域福祉センター内）
	 ☎23-5765
	 Email／shakyo@sakata-shakyo.or.jp

地域福祉・ボランティアに関することは
http://sakata-shakyo.or.jp/

「声の会報」（音読をCD・テープに録音したもの）あります。ご希望の方はお知らせください。
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P O O 協H T 社

高齢の方への思いやりとやさしさを

あなたのボランティア魂に灯をつける

琢成学区発の生活支援の輪、広げたい

「支える側」「支えられる側」の関係を超えて

7月14日／高齢者疑似体験（酒田市立第二中学校）

7月24日〜9月26日／夏のボランティア体験

７月７日／よろずや琢成鶴岡市視察（琢成コミセン）

８月2日／マイ夢の里プロジェクト（南遊佐コミセン）

ボラポートさかたでは、市内小中学校で専用装具をつけ、高
齢者の身体を体験する事業を行っています（市委託；福祉の
担い手育成事業）。気持ちや接し方を学ぶ福祉教育の一環と
して進めています。

ボラポートさかたが、ボランティア活動をはじめるきっか
けづくりなどを目的に毎年夏に開催しています。様々なメ
ニューの中から体験。中学生から大人まで多くの方に参加
いただきました。

ゴミ出しなどの困りごとを地域でサポートする「よろずや
琢成」は７年目、市内外の視察や講演依頼が相次いでいます。
市社協は準備段階から、この取組みに協力しています。
（事務手続きを説明する田賀琢成コミ振会長（写真右））

市社協も協力した話し合いから始まった通いの場が４年目
を迎えました。参加者全員が同じＴシャツを着用し、和やか
な雰囲気の中、運動だけではなく移動販売車による買い物
も楽しむことができます。

　8令和 ３年10月 1 日




