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     社協は福祉教育を応援します！ 
 桑折町社会福祉協議会では、小中学生や町民に対し、福祉の理解を深めるため福祉教育の推進

に努めています。小中学校への支援は、桑折町地域学校協同活動推進本部と連携し、福祉プログ

ラムの提案や授業の実施に協力しています。その他、福祉教育（車いす、高齢者疑似体験）を希

望する団体等がありましたら、桑折町社協ボランティアセンターまでご連絡ください。 

「福祉」について学びました !ユニバーサルデザイン・車いす・高齢者疑似体験 

・桑折町の福祉の現状や高齢者について、またユニバーサルデザインについて学びました。 

・車いす体験では、介助する際の注意点を学び、介助される側の気持ちも体験できました。 

・高齢者疑似体験では、視覚障がい、聴覚障がい、身体の不自由な方々への理解を深めました。  

6/１０、２8 醸芳小５年生 進むときは 

一声かけて、

ゆっくり 

スタート！ 
 目の不自由

な方のお料理

本には、点字

と音声コード

が付いていま

す 

7/5 睦合小６年生 

 半身麻痺だと、床

に座って立ち上がる

のがとても大変！ 

じいちゃん

見えるかい 

指も目も不

自由だと新

聞を読むの

も大変だね 

 つかまるところが

欲しいね 

 イスだと楽なのに 

ありがとう 

 動くのがわ

かると安心 

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 8/11(水) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 8/18(水) 

(北部公民館） 
健康講座 

5 
（陣屋） 

和みの会 ― お休み 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 ― お休み 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 8/19(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 8/20(金) 
(ふれあい館） 
健康教室 

11 サロンおいわけ 8/23(月) 
(追分町民会館） 
DVD鑑賞 

12 西町サロン ― お休み 

13 桐ヶ窪サロン ― お休み 

14 
（諏訪） 

さわやか会 ― お休み 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 8/27(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 ― お休み 

17 成田サロン 8/20(金) 
(下成田公民館） 
健康講座 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
― お休み 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 8/1(日) 
(うぶかの郷） 
歌謡ショー 

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 
8/13(金)

8/27(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 ― お休み 

23 田町お楽しみ会 ― お休み 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 8/25(水) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 ― お休み 

26 サロン南郷 ― お休み 

27 サロン吉沼 ― お休み 

28 サロン上成田 ― お休み 

30 サロン松原 ― お休み 

31 
（西上） 

西上おげんき会 8/11(水)  
（北部公民館） 

みんなでランチ 

32 道林サロン 8/1(日) 
（道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 8/16(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 8/27(金) 
（ふれあい館） 
おしゃべり会 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 8/26(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 

8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 ７月２８日、８月２５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」 
 連日豪雨災害のニュースで持ち切りです。
災害がいつ身近に起こるか、自分は大丈夫と
思ってしまうのは私だけでしょうか。思い返
せばまさか原発が爆発するとは思ってもみま
せんでした。災害は忘れたころにやってきま
す。5月に新しくなった避難情報と警戒レベル
(３は高齢者等避難、４の避難指示までに全員
避難）を踏まえて、家族と緊急避難場所につ
いて話あっておきたいと思います。K.I

 長期お休みしているサロン  

  ホットサロン、あった会、ひらさわサロン、大畑サロン、御免町サロンにつきましては、 

 再開が決まりましたら随時お知らせします。 



～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。 

 

 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け付けます。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け付
けます。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。） 

令和３年度法律相談予定日 会場（時間 9：30～11：30） 

8/17(火) 12/21(火) 桑折公民館(桑折町民会館) 

9/21(火) 1/18(火) 睦合公民館(睦合ふれあい会館) 

10/19(火) 2/15(火) 伊達崎公民館 

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 

職 種 人 数 資格等 

介護支援専門員(常勤) 若干名 介護支援専門員の資格を有する方 

資格手当・賞与あります  【問合せ先】 ☎５８２－１１５５ 

◇社協よりお知らせ◇  
    現在職員を募集しております（面接によって選考いたします。） 

桑折町健康福祉課 
管理栄養士  
佐久間ミチルさん 

「なかよしクラブの踊り」 
 ６月２８日(月) さわやか会  代表 田中マサ子さん 

ハローみんゆう 教育応援プロジェクト 
まなぶん 事務局長 渡辺順さん 

「健康食について」６月２１日(月)  
 サロンおいわけ 代表 蓬田洋子さん 

 以前から何度もお聞きしている内容で

すが、身近でとても大切なことなので、

毎年お聞きして、忘れずに気を付けて長

生きしたいと思います。 
 読みたい記事を探してみるとたくさんあっ

て、新聞を開くのが楽しみになりました。 

なかよしクラブの皆さん 

 コロナ禍で気持ちもふさぎがちでし

たが、久しぶりに皆さんの踊りを拝見

して、気持ちが明るくなりました。特

に菅野タイ子さんの日本舞踊はすばら

しかったです。また拝見できることを

楽しみにしています。 

日本舞踊 菅野タイ子さん 

サロンだより 

「生活に役立つ新聞活用法」６月１６日(水) 
  おげんき会 代表 赤坂あけみさん 

 

探してみませんか？あなたにできるボランティア！ 
 私たちの住む地域のでは、あなたを必要としている方がたくさんいます。自分の時間をちょっ

とだけボランティア活動のために使ってみませんか？ 

 「ボランティアをやってみたい」「自分のできることで役に立ちたい」と考えている方、お気

軽にボランティアセンターにご相談下さい。特技をお持ちの方、大歓迎です。安心して活動する

ために、個人でも団体でもボランティア活動保険の加入手続きもいたします。 

・高齢者へのお弁当配達 

・地域サロンのお手伝い 

・イベントのお手伝い 

・地域クラブのお手伝い 

・美化活動、見守り活動等 

・利用者さんのお話相手、 

 お茶入れ 

・外出時の付き添い 

 傾聴、囲碁や将棋のお相手 

・演歌、歌謡曲、民謡など 

・ハーモニカ、ピアノ 

 三味線などの楽器演奏 

・手品、紙芝居、昔語り、ダン

ス、日本舞踊など 

芸能ボランティア（サロンや施設等で披露） 高齢者施設等ボランティア 

その他 
専門的な技能や特技を活かす 

・看護師（血圧測定） 

・パソコン、日曜大工、 

 電気製品の修理、縫製、園芸、 

 料理の得意な方 

登録ボランティアの皆さんへ 

あ
な
た
の
力
で 

地
域
が
元
気
に 

な
り
ま
す
！ 

芸能ボランティア 
 
         「話芸」 
         虎岩義孝 
           さん 

 昭和から令和まで実話に基づい
て、面白おかしくお話していただ
いて、自分の思い出も重なってと
て楽しい時間でした。 
 ７月１日(木)サロンうぶか 
 代表 松原旦昌さん 

 登録名簿の整理更新のため、現在登録している内容の確認、継続の可否の調査を実施いたし

ます。封書にて調査書が届きますので、７月末日までにご返送のご協力をお願いいたします。 

 なお不明な点がありましたら、社協ボランティアセンター市川までお問い合わせください。 

ボランティアだより 

園芸ボランティア 大友正子さん 

 やすらぎ園の花壇の手入れをしていただいて１年
になります。「今年はラベンダーとベゴニアを植え
ました。紫陽花も見ごろです」と嬉しそうに話して
くださいました。無理をしないで少しずつ丁寧に手
入れされているそうです。デイサービスに来た皆さ
んがベンチに座って花見をするのを楽しみにしてい
ます。これからもよろしくお願いします。 

例 

 


