
サロン 

Nǒ. 

（開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

1 
（下半田） 

いってみっ会 8/11(火)                                                                                                                             
（下半田公民館） 

茶話会   

3 
（東上・中区） 
おげんき会 8/19(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

4 
（北町） 

あった会 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

5 
（陣屋） 

和みの会 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

8 本町サロン 8月お休み  

9 ひらさわサロン 年内お休み 
※令和３年１月以降 

活動再開予定 

11 サロンおいわけ 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

12 西町サロン 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

13 桐ヶ窪サロン 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

14 
（諏訪） 

さわやか会 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 8/28(金) 
（久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 8/21(金) 

（ホタピーハウス） 

茶話会 

17 成田サロン 8/20(木) 
（下成田公民館） 

茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
8月お休み 

※ ９月以降 
活動再開予定 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 8/1(土) 
（内の馬場公民館） 

茶話会 

ボランティア募集！！ 

＊サロンに関する詳細や連絡先をお知りになりたい方
は、桑折町ボランティアセンターに問合せ下さい。 

サロン 

Nǒ. 

（開催地区） 

サロン名 予定日 
（開催場所） 

内 容 

21 
（伊達崎中屋敷） 

さくら会 
8/14(金) 

 8/28(金） 

（中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

きらく(喜楽)会 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

23 田町お楽しみ会 8月お休み 
 

 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 8月お休み  

26 サロン南郷 8月お休み  

27 サロン吉沼 8月お休み  

28 サロン上成田 8月お休み  

29 御免町サロン 8月お休み 
※ ９月以降 
活動再開予定 

30 サロン松原 8月お休み  

31 
（西上） 

西上おげんき会 8/12(水)  
（北部公民館） 
茶話会 

32 道林サロン 8/2(日) 
（道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 8/17(月) 
（中北公民館） 
茶話会 

Ａ 
（0歳ママのティーサロン） 

ぽかぽかクラブ 8/28(金) 
（ふれあい館） 
茶話会 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 8/27(木) 
（ふれあい館） 

おしゃべりカフェ 

Ｃ 

（高齢者のための） 

健康マージャン 

サロン 

当面の間   

お休み  

新規参加者は、 

現在受付しており

ません。 

８月のサロン予定 

「あとがき」 
 様々な大会が中止になりました。  
 一生懸命サポートしてきた保護者
（私も含めて）は、とても落ち込み
ました。しかし、当の子供たちは
（気をつかってか）、意外にケロッ
としていて、早くも気持ちは受験
に。前向きな子供達の姿に、日々元
気をもらっています。  K.I 

※ コロナウイルス感染状況によっては、 

 変更される場合があります。 

 やすらぎ園デイサービスで下記のとおり 
 ボランティアを募集しております。 

  内 容：整容、利用者様の話相手 

  時 間：９：００～１１：３０ 

  曜 日：火・木・金・土曜日のいずれか 

  活動日は要相談（月１回程度でも可） 

  問合せ先：５８２－１１７７ 担当 白井 
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  令和2年度 ふれあい・いきいきサロン 始まりました！ 

【７月８日（水）西上おげんき会】茶話会 
 代表者 佐藤恭子さん 
 サロンの開催が待ち遠しくて待ち遠しくて、今日皆さんの 
 笑顔に会えて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。コロ 
 ナの影響で家から出れない日々が続き、気持ちも落ち込 
 んでいましたが、皆さんのお顔を見てお話をして明るくなり 
 ました。３月から７月まで、お誕生日のお祝いができなかっ 
 たので、今回一緒にお祝いしました。97歳になる大先輩か 
 ら「転ぶと死ぬまでなおんねから気をつけろ」と温かいお言 
 葉をいただき、記念撮影をしました。 

  サロンうぶかさん、西上おげんき会さん、スマイルさんを取材してきました。 

【７月１日（水）サロンうぶか】茶話会 
 代表者 松原旦昌さん 
  会員の皆さんは毎月このサロンに参加することを、とても 
 楽しみにしています。出来るだけ皆さんの意見を聞きなが 
 ら、これからのサロンの予定を決めたいと思っています。 
 「昨年の津軽三味線がとても良かったので、またお願いした 
 い」との声があり、９月２日うぶかの郷で開催されるサロン 
 は、夢弦大さんの三味線演奏会を開催します。みなさん 
 お楽しみに！たくさんの参加をお待ちしてます。 

【７月９日（木） スマイル】おしゃべりカフェ 
 代表者 大槻睦子さん 
  久しぶりの開催に、おしゃべりがより一層楽しく感じられま 
 した。 ラインやSNSでたくさんの人とつながりお話もできる。 
 検索すれは直ぐに答えがでる時代ですが、 会って顔を見 
 ておしゃべりをする。悩みを相談する。それだけで気持ちが 
 とても穏やかになると改めて感じました。 スマイルでは、お 
 子さんの年齢に関係なく、様々な年代のママが気軽に参加 
 できるサロンです。ぜひあなたも参加してみませんか！ 

７月10日以降のサロン開催については、8月号に掲載します。お楽しみに！ 



太陽学園 手作りパン販売日 

 日時 ７月２２日・８月２６日（第４水曜日） 
    11時～なくなり次第終了 
 場所 ふれあい館（北町75） 

  ★太陽学園は、障がいを持つ方々の就労を支援する 

  施設です。 収益金はその活動を支えています。 

  買い物袋と小銭をご準備ください。 

  ※コロナウイルス感染状況によっては中止しますので、ご了承ください。 

  

 コロナウイルス感染予防のため、様々な活動が自粛され、運動量の減少、会話（コミュニケーショ
ン）の不足等による、健康被害、怪我、認知症のリスクが増加しています。 
 また、社会とのつながりが絶たれたことにより、発見が遅れることがあります。 
 下記の項目で気になる方がいらっしゃいましたら、地域包括支援センターまでご連絡ください。 

～菓子パン～ 
つぶつぶピー
ナツや、手作
りあんこにカ
スタードな
ど、昔ながら
の味が楽しめ
ます。 

～調理パン～ 
塩バターパンや
カレーパンなど
食事向けのパン
です。 

令和２年度ボランティア活動保険 
 桑折町ボランティアセンターでは、下記の登録者について、ボランティア活動中の事故に備え保険に
加入しています。下記の①、②に該当する方は、活動中、怪我等をした場合は、桑折町ボランティアセ
ンターへご連絡ください。 
 ①活動実績のある桑折町ボランティア 登録者 
  （個人） 
 ②桑折町ボランティアセンターの登録 団体 で、 
  活動実績のある会員の方 
  また、桑折町ボランティアセンターに、ボランテ 
 ィア登録をしない場合でも、ボランティアを目的と 
 した活動をする個人または団体の保険の加入も 
 受付しています。 
  なお、災害ボランティア等で、居住地以外の市 
 町村に行く際は、居住地の社会福祉協議会での 
 加入が必要です。 
  詳しくは、桑折町ボランティアセンターへ お問い
合わせください。 

☆表情が乏しい 

☆会話の最中に同じ話を何度もする 

☆会話がかみ合わない 

☆妄想と思われる話をする 

☆歩く姿が危なっかしい 

☆最近やせてきた 

☆具合が悪そう 

☆家事や買い物がつらくなったと本人が話す 

☆身だしなみが乱れてきた 

 ・服の汚れが目立つ 

 ・毎回同じ服を着ている 

 ・季節にそぐわない服を 

  着ている 

 ・髪の毛や髭の手入れがされていない 

こんな気になる方いませんか？ 

地域包括支援センター582-1188 

桑折町ボランティアセンター581-0255 

   毎年夏休みに、中学生のみなさんを対象に実施しておりました、 
 「サマーショートボランティアスクール」について、今年度は中止と 
 させていただきます。 

中学生のみなさん 

  保護者の皆様へ 

加入プラン 基本プラン 
天災・地震

補償プラン 

ケガの

補償 

死亡保険金 1,040万円 

後遺障害保険金 1,040万円（限度額） 

入院保険金日額 6,500円 

手術保

険金 

入院中の手術 65,000円 

外来の手術 32,500円 

通院保険金日額 4,000円 
地震・噴火・津波による 

死傷 
× ○ 

賠償責任

の補償 

賠償責任保険金    

（対人・対物共通） 
５億円（限度額） 

年間保険料 350円 500円 

補償金額（保険金額）・保険料（１名あたり） 

ボランティア活動保険料及び補償内容 

令和2年度の法律相談所 
 毎月1回開催している法律相談所は下記のように行います。相続や債務整理の方法など
法律に関する相談を受付ます。事前に予約が必要なので、桑折町社協（℡ 582-1155 担当 
角田）までお申し込みください。社協では随時福祉に関して総合的に相談を受付ます。 
お気軽にお電話ください。（1件の相談時間は30分です。） 

会場（時間 9：30～11：30） 令和2年度法律相談予定日 

4/21(火) 8/18(火) 12/15(火) 桑折公民館(桑折町民会館) 

5/19(火) 9/29(火) 1/19(火) 睦合公民館(睦合ふれあい会館) 

6/16(火) 10/20(火) 2/16(火) 伊達崎公民館 

7/21(火) 11/17(火) 3/16(火) 半田公民館(半田コミュニティセンター) 

利用する方みなさんが気持ちよく使用できるように 

（北町）ふれあい館の使用方法 

鍵を借りる際 鍵を返却する際 

 平日の午前８時半から午後５時までに、やす

らぎ園内のボランティアセンターへ鍵を借りに

来てください。 

 ※土日・祝日に使用する場合は、前日の平日 

 やすらぎ園内のボランティアセンターへ鍵を

返しにきてください。 

 平日午前８時半から午後５時まで 

 土日祝日及び夜間に使用した際は、施錠後、

ふれあい館玄関向かって左側にある 

『郵便ポスト』に入れてください。 

★桑折町の団体の方が使用できます 

★使用月の前月の１日から予約できます 

★使用申込はボランティアセンターまで（581-0255） 

 ★ふれあい館は、小さいお子さんや赤ちゃんも利用しております。 

  使用後は必ず清掃をお願いします。 

 ★皆さんが気持ちよく使用できるようご協力お願いします。 

 ★電気（明かり・エアコン等）の消し忘れにご注意ください！！ 

ふれあい館の使用の様子 

椅子やテーブル・テレビも完備しています 

ふれあい館の鍵の管理方法が変わりました 

ふれあい館使用に関してのお願い 

【コロナウイルス感染予防のお願い】 

  ○発熱、咳などの比較的軽い風邪症状がある場合の利用は避けてください。 

  ○部屋は３部屋ありますので、密接にならないよう隣の方と間隔をとりましょう。 

  ○消毒については、ふれあい館に常備してある、アルコール 

    及びハンドソープをご利用ください。 

  ○全員マスクの着用をお願いします。 

  ○エアコン使用時も、適時に換気をし、まめに水分をとるなど、 

    熱中症にもご注意ください。 

３密（密集・密接・密閉）を避けましょう 


