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令和２年度 うぶかの郷助成事業・講師派遣事業始まりました 

 ９月２日（水） うぶかの郷において 

サロンうぶか 代表 松原旦昌 様   

 「コロナ禍」での開催となり、手の消毒、マス

ク着用でのサロンでしたが、昨年同様「津軽三味

線・夢弦大」の皆さんの迫力ある演奏を披露して

いただき、サロ

ンの皆さんは大

変満足でした。 

「コロナ」の影

響で、講師の皆さんと一体となって歌での交流が少

なかった為、次回の「うぶかの郷」利用時までには

なんとか「コロナ」が終息し正常の状態で開催がで

きることを望んでいます。 
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 ９月８日（火） 下半田公民館において 

いってみっ会 代表 渡辺宮子 様  

 昨年に引き続き、今年も夢弦大さんに演奏いた

だくことをとても楽しみにしていました。コロナ

感染予防のた

め、マスクを

着用している

こともあり、

暑さもなお一層増しましたが、夢弦大さんの迫力あ

る演奏と楽しいお話で、ひととき暑さを忘れて、一

緒に民謡で東北を一周することができました。 

 夢弦大の皆さんありがとうございました。 

サ
ロ
ン
№ 

（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 10/13(火) 
 （下半田公民館） 

茶話会  

3 
（東上・中区） 
おげんき会 10/21(水) おでかけサロン 

4 
（北町） 

あった会 10/19(月) 
(うぶかの郷） 
三味線演奏 

5 
（陣屋） 

和みの会 年内お休み 
※令和３年2月以降 

活動再開予定 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 10/21(水) 
(下高屋公民館） 
茶話会 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 10/15(木) 紅葉見学 

8 本町サロン 年内お休み 
※令和３年１月以降 

活動再開予定 

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 10/26(月) おでかけサロン 

12 西町サロン 10/30(金) おでかけサロン 

13 桐ヶ窪サロン 10/13(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 10/19(月) 
(ふれあい館） 
茶話会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 10/30(金) 
（久保八幡集会所） 
１５周年式典 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 10/16(金) 

(桑島・万正寺） 
茶話会 

17 成田サロン 10/20(火) 
（下成田公民館） 

茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
10/28(水) 

（六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 10/１(木) 
（内の馬場公民館）  

ハーモニカ演奏 

サ
ロ
ン
№ 

（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 
10/9(金)

10/23(金） 

（中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

きらく(喜楽)会  10/8(木） 
(南方部会館） 
茶話会 

23 田町お楽しみ会 未定 
(半田公民館） 

回覧でお知らせします 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 10/20(火) 
(上郡上代集会所） 

茶話会 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 10/18(日） 

(前屋敷会館） 
茶話会 

26 サロン南郷 10/16(金) 
(南郷会館） 
健康教室 

27 サロン吉沼 10/9(金) 
（吉沼町内会館）  

食事会 

28 サロン上成田 10/13(火) 
（上成田集会所） 

茶話会 

29 御免町サロン 年内お休み 
※令和３年１月以降 

活動再開予定 

30 サロン松原 10/21(水) 
（松原公民館） 
茶話会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 10/14(水)  
（北部公民館） 
茶話会 

32 道林サロン 10/23(金) おでかけサロン 

33 中北さくら会 10/19(月) おでかけサロン 

Ａ 
（0歳ママのティーサロン） 

ぽかぽかクラブ 10/23(金) 
（ふれあい館） 

みんなでランチ 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 10/8(木) 
（ふれあい館） 

リサイクル交換 

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。 

10月のサロン予定 ※ 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。 

   太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 9月30日・10月28日（第5･第4水曜日） 
 ※９月の販売日が23日から30日へ変更になりました。 

 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。 

「あとがき」 
 福島県にもじわじわとコロナウイル
ス感染の波が押し寄せ始めたように感
じます。幸い伊達地区ではまだ感染者
がでていません。そのせいか誰もが一
番最初の感染者になりたくないと思う
気持ちが強いように思います。修学旅
行も中止になり、秋の新人戦も無観客
になりました。寂しいですが健康第一
でもう少し我慢します。  K.I 



～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「シニアいきいきの集い」の 
中止及び代替事業について 

 例年10月に70歳以上の一人暮らし高齢者を対象

に開催していた「シニアいきいきの集い」です

が、本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、誠に勝手ながら開催を中止することにいたし

ました。 

 開催を楽しみにしていた皆様には大変申し訳ご

ざいませんが、何卒ご理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

 代替事業として、町内の食堂等を利用して 

「まごころ弁当」の配布事業を行います。 

 
 各地区担当の民生委員が 

ご案内に伺いますので、ご 

希望される場合はお申込み 

ください。 

ふれあいディサービスのご案内 
 日 時  令和２年１０月４日（日） 午前９時～午後２時 
 内 容  「ボウリング体験」 やすらぎ園集合・解散になります。 
 参加者  桑折町在住の知的障がい者（療育手帳をお持ちの方）及び 
      そのご家族 
 参加費  無料 
 その他  動きやすい服装で参加してください。 
 申込み  参加希望の方は、９月２５日（金）までに電話でお申し込みください。 
 問い合わせ・申し込み先  桑折町社会福祉協議会 ℡582-1155 担当 白井 

令和2年度の法律相談所 

令和2年度法律相談予定日 会場（時間 9：30～11：30） 

8/18(火) 12/15(火) 桑折公民館(桑折町民会館) 

9/29(火) 1/19(火) 睦合公民館(睦合ふれあい会館) 

10/20(火) 2/16(火) 伊達崎公民館 

11/17(火) 3/16(火) 半田公民館(半田コミュニティセンター) 

  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。） 

第1回 家族介護者交流事業のご案内 
 日 時 令和２年１０月１６日（金） 

     午前９時半から 
 場 所  穴原温泉 山房 月之瀬 
 内 容  ○介護についての相談会 
      ○演劇鑑賞 など 
  参加料は無料です。 
  在宅で介護されている方であれば誰で 
  も参加いただけます。 
  締め切りは９月３０日（水）まで 
  担当ケアマネージャーへお申し込みく 
 ださい。 

 

 

 

 

 

  一緒にストレス解消しませんか！ 

エコキャップ運動終了のお知らせ 

 「小さな親切」運動福島県本部と福島民友新聞社など
で実施していた、「エコキャップ収集運動」は、リサイ
クル原料の需要低迷などの原因で、継続が困難となり、
８月いっぱいで終了しました。 

詳しくは、福島民友新聞社総務部「エコキャップ係」 

℡ ５２３-１１９５に、お問い合わせください。 

 新型コロナウイルス感染症の 

 影響による休業・失業での生活資 

 金貸付しております。 

  貸付上限額 10万円～20万円 

  詳しい貸付要件や必要書類につ 

 いては、桑折町社会福祉協議会 

 （℡５８２-１１５５担当 角田） 

 まで、お問い合わせください。 

９月７日（月）あった会 古関裕而 
記念館・まちなか青春館へ 

 朝ドラ「エール」のモデル、天才作曲家
「古関裕而」の歩みをサロンのみなさんで
見学してきました。古関裕而記念館では古関メロ
ディーの代表的１００曲が収録されていて、好きな曲
を聴くことができました。まちなか青春館では、裕而
の生い立ちや多彩な素顔と当時の福島に想いをはせな

がら、マスクをして、暑い中でしたが、元気に久しぶりのおでかけサロンを満
喫しました。（代表 吉川弘美 様） 

９月９日（水）ふじの会 摺上川ダム・飯坂堀切邸足湯へ 

 ８月に桑折ＪＣＴが開通しました。 

 ふじの会では、伊達･桑折ＩＣから 

高速にのって、私たちに美味しい水 

を届けてくれる摺上川ダムを見学し、 

スカイパークの青空の下でお昼を食べました。飯坂堀切邸 

では、足湯につかりおしゃべりをしながら日頃の心と体の 

疲れを癒してきました。(代表 蓬田タイ子 様) 

９月11日（金）さくら会 健康教室 
 包括支援センターの看護師さんから認知症

の知識と予防について学

習しました。 

 また、血圧測定して気

になる健康について相談

をしました。みんなで楽

しく元気に長生きしま

しょう！ 

（代表 鈴木春子 様） 

スマイル「リサイクル交換会」 
日 時１０月８日（木） 

   １０時～ 

場 所 ふれあい館 

    （北町７５） 

 参加される方は、育児 

 用品・子供服（秋・冬物）１品以上お持ち

ください。掘り出し物が見つかるかも‼ 
 
１１月１２日（木）１０時～ 

イコーゼで講師を迎え「骨盤体操」を行い

ます。 

バスタオルかヨガマットをお持ちください。 

ぽかぽかクラブ「みんなでランチ」 
日 時１０月２３日（金） 

   １０時～ 

場 所 ふれあい館 

    （北町７５） 

参加費 会費+食事代 

    １００円 

 お子さんを預けてゆっくりお食事しましょう! 
 

１１月２７日（金）は、 

１０時～「おしゃべり会」 
を開催します。 
 
 

子育てサロンに参加してみませんか！ 

詳しくはボランティアセンター（℡581-0255）にお問い合わせください。 

９月８日(火) 桐ケ窪サロン 茶話会 

 コロナ禍と猛暑の中、サロンを安心して開 

 催するために、町内会でエアコンを設置して 

 いただきました。その他にも、マスクや消毒 

 剤などを用意していただき、久しぶりにサロ 

 ンの皆さんと楽しい 

 時間を過ごすこと 

 ができました。 

 本当にありがとう 

 ございました。 

(代表 佐藤光雄 様) 

おでかけサロン 

摺上川ダム スカイパーク 


