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桑折町ボランティアセンター情報紙 

令和３年２月福島県沖地震災害ボランティア活動中です！ 

 ２月１３日発生した福島県沖地震では、桑折町も各地区で被害が発
生し、２月１６日災害ボランティアセンターを開設しました。高齢者
世帯等を対象に当初片づけ等の作業をしておりましたが、屋根の応急
処理を専門とし、熊本や千葉の災害でも活動実績のある、災害ボラン
ティア「愛知人」さんの協力をいただきながら、屋根の応急処置を
行っています。現在登録していただいている桑折町のボランティアさ
んは、男性８人（内中学３年生の５人）女性３人（内中学３年生２
人）、合計１１人です。３月１１日現在で、依頼を受けている件数が
２８件で、終了した件数は２３件です。 

 災害ボランティアの募集に高校入試を目前にした男子中学生が５人ボランティア登録をしてく
ださいました。醸芳中３年引地莉央君は、テレビのニュースで桑折町の災害ボランティアセン
ターで活動してくれるボランティアさんが不足してることを知り、活動しようと思ったそうで
す。受験が終わった６日（土）家具の片づけや土嚢作りをしていただきました。高校生になって
も、よろしくお願いします！            

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 ― お休み 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 4/21(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 ― お休み 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 4/15(木) 
(荒屋敷会館） 
お花見 

8 本町サロン ― お休み 

9 ひらさわサロン   

11 サロンおいわけ 4/19(月) 
(追分町民会館） 

茶話会（予定）  

12 西町サロン 4/15(木) 
(こころ館） 

干支ちぎり絵 

13 桐ヶ窪サロン 4/13（火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 4/26(月) 
(ふれあい館） 
お花見 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 4/30(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 4/20(火) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
4/28(水) 

（六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 4/1(木) 
（内の馬場公民館） 

皆で楽しく歌おう   

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 
4/ 9(金)

4/23(金)         

(中屋敷集会所） 
お花見 

22 
（南方部）     

きらく(喜楽)会 
4/ 8(木)

10:00～         

(南方部会館） 
茶話会（予定） 

23 田町お楽しみ会 ― お休み 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 4/20(火) 
(上郡上代集会所） 

お花見 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 4/18(日) 

(前屋敷会館） 
お花見 

26 サロン南郷 4/16(金) 
(南郷会館） 
茶話会 

27 サロン吉沼 4/9(金) 
（吉沼町内会館） 

お花見 

28 サロン上成田 4/13(火) 
(上成田集会所） 

茶話会 

29 御免町サロン   

30 サロン松原 4/21(水) 
(松原公民館） 

５周年お祝い 

31 
（西上） 

西上おげんき会 4/14(水)  
(北部公民館） 
茶話会 

32 道林サロン 4/16(金) 
（道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 ― お休み 

Ａ 
（0歳ママのティーサロン） 

ぽかぽかクラブ 4/23(金) 
（ふれあい館） 
おしゃべり会 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 4/8(木) 
（ふれあい館） 

新年度顔合わせ 

Ｃ 

（高齢者のための） 

健康マージャン 

サロン 
― お休み 

４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 ３月２４日・４月２１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」 
 高校受験が終わりました。この広報誌が皆
さんのお手元に届く頃には、県立高校の合否
も発表になり、入学の準備に追われていると
思います。娘にとってどの高校が良いのか悩
みましたが、結局答えはでませんでした。ふ
と渡辺和子さんの著書「置かれた場所で咲き
なさい」を思い出し、どの高校であっても、
そこで一生懸命頑張れば必ず桜は咲くと希望
を持って新しい春を迎えます。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。 

 

  

清拭用布及びレジ袋のご協力ありがとうございます 

 皆様よりご提供いただいております、ご家庭で不要になった綿製品（タオル、シーツ、

Ｔシャツ等）及びレジ袋は、社協デイサービス等でありがたく使用させていただいており

ます。現在も随時受付しております。 

 お手数でも一度洗濯してお持ちください。そのままでも充分ですが、手ぬぐいの３分の

１程度の大きさに切っていただけると助かります。 

 詳しくは、桑折町ボランティアセンター(５８１-０２５５)までお問い合わせください。 

新年会 マジックショー 

西上おげんき会  

 新年会にボランティアの今
井さんにマジックショーをし
ていただきました。 

 毎年恒例になっていて、素
敵な話術と本格的なマジック
で楽しいひと時を過ごさせて
いただきました。 

 （代表 佐藤恭子さん） 
芸能ボランティア 

手品を披露する今井憲治さん 

  
  

 

毎年11月に発表会をしておりまし
たが、今年は、新型コロナウイル
スの影響で開催することができま
せんでした。 

 令和３年度は、コロナウイルス
が収束することを願いながら、ま
た皆様を招いての発表会を開催で
きることを楽しみに練習に励みます。 

 朗読に興味のある方は、ぜひご連絡ください。 

  （代表 虎岩義孝さん） 

朗読会 「はなはな」 

 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 

 

   

 ２月２６日（金）子育て相談会 
 

 毎年２月のぽかぽかクラブは、阿部智子助産師さん

をお迎えして、子育て相談会を開催しておりました。

残念ながら相談にいらっしゃるお母さんはいませんで

したが、コロナ禍での妊婦さんまたは小さなお子様を

持つお母さんの現状をお聞きして、気軽に集まったり

できる状態ではないことをあらためて実感しました。 

 来年度は、コロナの予防接種もして、お母さんたち

の憩いの場に出来ればと思っていいます。 

  （代表 小山美紀子さん） 

 ２月２２日（火）、２４日（水）２５日（木）の３回に分けて、「ふれあい・いきい
きサロン」代表者連絡会議を開催いたしました。１月１３日にコロナウイルス感染予防
による自粛要請が発令され、１月２８日開催予定が中止、公立藤田総合病院の作業療法
士 野地マリコ先生のお話も聴くことができませんでした。連絡会議では、代表者の
方々に来年度の活動計画を立てていただくためのお話をさせていただきました。 

 令和２年度は、せっかく立てていただい
た計画を中止しなくてはならないことがほ
とんどでした。３年度の計画もコロナ感染
状況によりなかなか立てるのが難しいです
が、代表者の皆さまにご尽力いただいて、
サロンを開催していきたいと思いますの
で、どうそよろしくお願いいたします。 

令和2年度「ふれあい・いきいきサロン」代表者連絡会議 

 

 

 昨年まで、桑折いきいきサポートセンター「もんも館」で行っていた、オレンジカ
フェもんもを今年は各地域に出張して行いたいと思います。 

 認知症の方やそのご家族、認知症予防したい方、認知症について学びたい方、どなた
でも参加できる出張カフェです。 

 専門職が講師となり認知症について学び、その後はお
しゃべりをしながら、情報を交換、専門職に気軽に相談
もできる場です。 

 ※場所の確保ができない場合や人数についてはご相談
ください。 

申し込み先：桑折町地域包括支援センター  

      ℡ ５８２-１１８８ 担当 持地 

令和３年度は各地区でオレンジカフェを開催します！ 出張オレンジカフェ 

 ぽかぽかクラブ 


