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やすらぎ園デイサービスボランティア活躍中！ 
 毎週月曜日にＪＡひまわり会、水曜日に赤十字奉仕団、その他の週には、個人のボラン

ティアスタッフが活躍しています。 

ボランティア募集中！ 

 大かや園デイサービスでは、火曜日にお
手伝いをしてくれる方を募集しています。  
＊活動日時 火曜日 10時～11時半 
＊活動内容 お茶出し、整容 
＊問い合せ ボランティアセンター  
      ℡ 581-0255 担当 市川 

 木村ノブ子さん 
 ボランティアの皆さん
とお話できるのが何より
嬉しいです。いつも楽し
みにしています。 

8月30日(月) JAひまわり会 後藤としえさん 

9月1日(水) 赤十字奉仕団 髙橋幸子さん 

 亡くなった母 
のように思って
お世話させてい

ただいていてます。先輩たちにお話聞くこと
ができて、とても勉強になってます。 

9月2日(木) 個人ボランティア 原美紀子さん 

利用者さんからひとこと 

 皆さんにお会いできる
のをいつも楽しみにして
います。以前母を介護し
た経験を活かして、皆さ
んに喜んでもらえると、
とても嬉しいです。 

 自分の両親と同じ年代
の方々と交流していると
とても優しい気持ちにな
れます。利用者の皆さん
といつも楽しく有意義な
時間を過ごしています。 

 ボランティアのメリットについて 
  やすらぎ園デイサービス 白井管理者  

←入浴後の整容 

←うがいのお手伝い 

←ゆっくりお話
のお相手に 

☆ボランティアを受け入れることで、地域に開 
 かれた施設になります。 

☆生活や人間関係が固着しがちな利用者にとっ 
 てボランティアの皆さんが話し相手になって 
 くれるのは、とても良い刺激になります。 

☆お手伝いしてもらうことによって、職員にも 
 余裕ができ、余裕を持ったケアができます。 

☆ボランティアの皆さんが、趣味や特技を活か 
 しながら、人生の先輩である高齢者とかかわ 
 ることで多くの学びを得られ、成長すること 
 ができると期待しています。 

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 10/12(火) 
(下半田公民館） 
茶話会 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 10/20(水) 研修旅行 

5 
（陣屋） 

和みの会 10/15(金) 研修旅行 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 10/20(水) 
(下高屋公民館） 
健康教室 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 10/21(木) 
(荒屋敷会館） 
茶話会 

8 本町サロン 10/7(木) 研修旅行 

11 サロンおいわけ 10/18(月) 研修旅行 

12 西町サロン 10/27(水) 研修旅行 

13 桐ヶ窪サロン 10/12(火) 
(桐ケ窪会館） 
茶話会 

14 
（諏訪） 

さわやか会 10/25(月) 研修旅行 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 10/29(金) 
(久保八幡集会所） 
ベジチェック 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 10/15(金) 研修旅行 

17 成田サロン 10/20(水) 
(うぶかの郷） 
歌謡ショー 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
10/27(水) 

(うぶかの郷） 
サロン研修 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 10/1(金) 研修旅行 

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 
10/8(金)

10/22(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 10/14(木) 研修旅行 

23 田町お楽しみ会 10/10(日) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 10/26(火) 
(うぶかの郷） 
研修旅行 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 10/12(火) 研修旅行 

26 サロン南郷 10/15(金) 
(南郷会館） 
茶話会 

27 サロン吉沼 10/11(月) 
(うぶかの郷） 
サロン研修 

28 サロン上成田 10/12(火) 
(上成田集会所） 
茶話会 

30 サロン松原 10/20(水) 
(松原公民館） 
茶話会 

31 
（西上） 

西上おげんき会 10/13(水) 研修旅行 

32 道林サロン 10/21(木) 研修旅行 

33 中北さくら会 10/18(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 10/22(金) 
（ふれあい館） 
おしゃべり会 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 10/14(木) 
（ふれあい館） 

リサイクル交換会 

10月のサロン予定 
※ 予定は変更になる場合があります。 

  太陽学園 手作りパン販売日 
 日時 10月27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」 
 パラリンピックの解説の中で、折れない心
「レジリエンス」という言葉がでてきまし
た。「困難な状況にもかかわらず、しなやか
に適応して生き延びる力」という意味だそう
です。障がいという困難を克服し大きな舞台
で戦う彼らのように、私たちも「東日本大震
災」また「新型コロナウイルス」もレジリエ
ンスをもち、克服していかなければならない
と、強く感じました。K.I

 ※ 休会されている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。 

サロンは感染対策を徹底して開催しています。 



～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 

町民の皆様のご支援ありがとうございました 

町内会長様を通じて義援金のお願いをさせていただきましたところ、町民

の皆様からご支援をいただき、９月10日現在  総額 382,396円 

集まりました。浄財は、日赤福島支部へ全額送金させていただきます。   

令和３年７月大雨災害義援金のご報告 

サロンだより 
「健康教室」オレンジカフェ 8月20日(金)   本町サロン 代表 宍戸興一さん 

 桑折町地域包括支援センターの皆さ

んと保原薬局の坂本薬剤師が合同で、

オリンピックなど旬な話題をゲームに

して、楽しくわかりやすく認知症につ

いてお話していただきました。面白く

ておなかをかかえて大笑いしました。 

←認知症について説明する坂本薬剤師 

 いきいきサロン代表者の皆様へ 
 11月15日（月）サロン活動者研修会を開催する予定でおります。正式に決定しましたら、

ご通知しますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 ＜鴨田さんから＞ 今回のコンサートは、コロナ

禍でごく内輪での開催でした。これからは、赤ちゃんからお年寄りまで、たくさんの方々に

聴いていただけるような機会を作っていきたいです。  

ふれあい館でマリンバコンサート 
 8月8日(日)、写真左の鴨田早希さん(桑折町在住) 

は、子育てサロンに参加されたのがきっかけで、同

郷の飯野未奈美さん(写真右)と一緒にこのマリンバ

コンサートを開催しました。「剣の舞、さとうきび

畑、となりのトトロより」など、知っている曲を何

本ものマレットをつかって、力強くまた滑らかに、

とても素敵な演奏でした。 

登録ボランティアの皆さんへ 
 ボランティア活動中、怪我等及び感染症を発症した場合は、桑折町ボランティアセンター

へ下記の事項をお知らせください。 

  ①ボランティアの氏名、住所・連絡先 ②事故発生の日時・場所  

  ③事故の原因・状況 ④ケガの程度、病院名（傷害事故）  

  ⑤相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは障害の程度（賠償事故）  

 ※事故の発生日からその日を含めて30日以内に連絡ください。  

  なお、ボランティアの行き帰りの事故についても補償されますが、車の事故に関しては 

 対象外ですのでご注意ください。  桑折町ボランティアセンター 市川（581-0255） 

 桑折町ボランティアセンターでは、ボランティ 

ア活動中の事故に備え、ボランティア活動保険の

加入をお勧めしてます。また、下記の①②の登録

者につきましては、現在保険に加入してます。 

 なお、特定感染症の補償対象に新型コロナウイ

ルス感染症（無症状、自宅等での療養）も補償対

象に含まれてます。 
  
 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。 

ボランティア活動保険のご案内 

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 

ボランティア活動保険料及び補償内容 

補償金額（保険金額）・保険料（１名あたり） 

 松原の鈴木英亮さんは、お孫さんが年長さんになって歩いて登園するのをきっかけに、

通園通学の道路の除草・清掃をするようになりました。現在はその他の道路の除草清掃やイノ

シシの柵を巡回して補修して歩くボランティアもしています。 
 

☆なぜボランティアをしているのですか？ 
  若い人に「こんな綺麗なところに住みたい」と思ってほ 
 しいからです。 

☆ボランティアをしていて嬉しかったことはありますか？ 
  県道124号で通勤している方が、「いつもありがとうご 
 ざいます」と言って、飲み物を差し入れてくれました。 
  とても嬉しかったので、自分もボランティアをしている 
 人を見かけたら差し入れをするようにしました。 

 
 これからも、健康に気を付けて、ボランティア活動を続けてください。 
 また、鈴木さんは、ボランティア活動中の事故を心配するご家族のためにボランティア保険
に加入しています。 
 鈴木さんの他にもボランティアされている方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください！ 

ボランティアだより 
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