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 もんも館は４月1日から 

     やすらぎ園「もんも」として 

リニューアルオープンいたしました 
旧福島蚕糸跡地（桑折町字東段）のもんも館は、町より

建物を借り受け社協にて、介護保険対応のリハビリ特化

型・半日デイサービス「やすらぎデイサテライトもんも」及び「元気シニアクラブ」を運営しておりましたが、

この度、保健福祉センター「やすらぎ園」内で事務を執っていた健康福祉課が役場新庁舎への移転に伴

い、事務所跡にやすらぎ園「もんも」として４月１日、リニューアルオープンいたしました。 

 また、オープン当日、「リニューアルオープン 開所式」を開催し、桑折町長髙橋宣博様をはじめ、桑折町

議会議長片平秀雄様、健康福祉課様等を来賓としてお迎えし、祝辞をいただき、本会理事・監事、当日のや

すらぎデイもんもご利用者様にご参加いただきました。 

社協だより合併号 

  やすらぎ園「もんも」のご案内   

―やすらぎデイもんもの運営― 
 指定介護保険通所介護事業所として、リハビリ特化型・半日

デイサービス 「やすらぎデイもんも」を運営します 
 ☆対象者☆  

   桑折町民・近隣市町等の  事業対象者・要支援・要介護者 

 ☆運営日☆    

   好評につき、水曜日も運営 

   毎週月曜日～土曜日 （祝祭日も運営）  各定員10名    

 ○午前の部 9：10～12：20 ○午後の部 13：30～16：40 

 ―元気シニアクラブの運営― 
  シニア世代のみなさんへ、日曜日開放し、「元気シニアクラ

ブ」を運営します 

        （運営曜日が水曜日から日曜日へ移動します） 

  ※ 現在休止中のため、再開が決まり次第、周知いたします。 

開所式テープカットの様子 

移転後やすらぎデイもんもの様子 

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 5/11(火) 
(下半田公民館） 
茶話会 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 5/19(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

4 
（北町） 

あった会   

5 
（陣屋） 

和みの会 ― お休み 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 5/19(水) 
(下高屋公民館） 

スコップ三味線 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 5/20(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 5/14(金) 
(ふれあい館） 
茶話会 

9 ひらさわサロン   

11 サロンおいわけ 5/17(月) 
(追分町民会館） 
健康教室  

12 西町サロン 5/20(木) 
(ふれあい館） 
健康講座 

13 桐ヶ窪サロン 5/11(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 5/24(月) 
(ふれあい館） 
茶話会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 5/28(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 5/21(金) 

(ホタピーハウス） 
茶話会 

17 成田サロン 5/20(木) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
5/26(水) 

（六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 5/1(土) 
（内之馬場公民館） 

お花見   

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 
5/14(金)

5/28(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会・健康教室 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 
5/13(木)

10:00～         

(南方部会館） 
茶話会（予定） 

23 田町お楽しみ会 5/11(火) 
(半田公民館） 
茶話会 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 5/25(火) 
研修旅行 

うぶかの郷 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 5/18(火) 

(前屋敷会館） 
茶話会 

26 サロン南郷 5/21(金) 
(南郷会館） 
健康教室 

27 サロン吉沼 5/10(月) 
（吉沼町内会館） 

茶話会 

28 サロン上成田 5/11(火) 
(上成田集会所） 
茶話会 

29 御免町サロン   

30 サロン松原 5/19(水) 研修旅行 

31 
（西上） 

西上おげんき会 5/12(水)  
(北部公民館） 
ちぎり絵 

32 道林サロン 5/5(水) 
（道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 5/17(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 5/28(金) （ふれあい館） 
手作りおやつを食べよう 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 5/13(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 
― お休み 

５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 ５月１９日（水） 

 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。 

「あとがき」 
 ４月は、入学、進級、就職と新しい生活の
始まる季節ですね。新小学１年生の女の子
が、緊張して体中筋肉痛になったと不思議そ
うに話してくれました。初々しさは全然違い
ますが、私もボランティアセンター２年目を
迎え、初心を思い出し、緊張感をもって日々
皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思いま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。K.I

しばらくの間休止 

しばらくの間休止 

しばらくの間休止 



～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。 

 

 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、無料となっております。） 

会場（時間 9：30～11：30） 令和３年度法律相談予定日 

4/13(火) 8/17(火) 12/21(火) 桑折公民館(桑折町民会館) 

5/18(火) 9/21(火) 1/18(火) 睦合公民館(睦合ふれあい会館) 

6/15(火) 10/19(火) 2/15(火) 伊達崎公民館 

7/20(火) 11/16(火) 3/15(火) 半田公民館(半田コミュニティセンター) 

令和３年度の法律相談所 

 ①ふれあい・いきいきサロン（高齢者・子育て等）開催への支援 

  ・サロン開設、サロン活動の相談 

  ・講師派遣事業、うぶかの郷利用助成事業の実施等 

 ②ボランティア活動の推進 

  ・ボランティア相談、コーディネート 

  ・講座の開催（ボランティア講座、サロン活動者講習会、災害救援ボランティア養成講座、 

    サマーショートボランティアスクール等） 

  ・町外開催の講座・研修会等の情報提供及び参加受付 

   （ボランティア講座等） 

  ・ボランティア活動器具・機材・図書等の貸し出し 

  ・ボランティア活動保険加入促進と手続き 

 ③福祉教育・ボランティア学習体験への支援 

  ・福祉教育プログラムの提供 

  ・町内小中学校の総合学習・ボランティア学習への支援  

 ④有償ボランティアの活動支援    

令和３年度ボランティアセンター事業計画 
 桑折町社会福祉協議会のスローガンである「あなたに寄り添い、共に歩む社協」として、

ボランティアセンターでは、今年度も下記の内容で取り組んでいきます。 

 桑折町ボランティアセンターの活動や、ボランティアに対する様々な情報を町民の皆様に

お伝えするために、情報紙「陽だまり」を毎月発行します。 

 また、地域の団体、関係者、行政機関等と連携し情報を共有して地域福祉の向上に努めま

す。ボランティアに関することなら、何でもボランティアセンターへご相談ください。 

 ※コロナウイルス感染状況によっては、中止する事業もありますのでご了承ください。 

1月１７日(水) サロン松原  
オカリナアンサンブルひまわり 渡邉貞子さん 橋本優美子さん 
 オカリナの音色はとても素敵でした。高い音を出す小さいオカリナ、低い音を出す大きな

オカリナと５種類あるとお聞きしました。 
 オカリナ演奏の他
に、ダンスや楽しい
お話で盛り上がりま
した。 
（代表 菅野 朋子
さん） 

演奏会 

災害ボランティアセンター終了しました 
 ２月１３日に発生した福島県沖地震による災害ボランティアセンターは、３月３１日をもって終了

いたしました。ボランティア登録し、活動してくださった皆さん、本当にありがとうございました。 

 そして、専門知識をもって集まってくださった「愛・知・人」の皆さん、本当にたくさんの方々か

ら感謝のお声をいただきました。 

  〇桑折町内の災害ボランティア登録者 男性８名、女性３名 合計１１名 

 「愛・知・人」１２名（愛知県、大阪府、京都府、奈良県、福岡県、北海道、東京、神奈川県、千

葉県、秋田県、岩手県）※活動者はＰＣＲ検査をし来町し、活動前に毎回体温測定を実施しました。 

 災害ボランティアセンターでは、２６件の依頼があり、延べ９７名が活動しました。 

  コロナ禍の災害となり、災害ボランティアを必要としている人と災害ボランティア登録者の派遣

をすぐに対応し、調整することがとても難しいと実感しました。 

 ３月２６日(金) 「愛・知・人」の代表の皆さんに、桑折町長髙橋宣博様、桑折町社協熊谷会

長より、感謝状と記念品をお送りいたしました。 

 ３月１９日(金)に中学校を卒業した皆さんが、２０名ほど集まって旧桑折町役場分庁舎の屋根

に掛けるブルーシートにメッセージを書きました。 

 ３月２０日(土)に「愛・知・人」さんとボランティアの中学生が、旧桑折町役場分庁舎の落ち

た瓦を片付けて、みんなで書いたブルーシートをかけました。 


