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芸能ボランティア大活躍！ 

 「なかよしクラブ」は、日本舞踊やダンスを披露して皆さんに楽しんでいただいています。 

大泉シン子さん 

 長年日本舞
踊の特技を生
かしてボラン
ティアを続け
てきました。 
 皆さんに喜
んでいただけ
るのが嬉しく
て続けてくる
ことができま

した。これからも続けていけ
ればと思っています。 

 田中マサ子さん 

  
 
 
 
 
 
 
 皆さんに「なかよし
クラブ」の活動を知っ
ていただき、声をかけ
ていただけるのが、と
ても嬉しいです。 

 代表 菅野タイ子さん 

 9月20日の講演
は300目のボラン
ティアでした。 
 これまで続けて
これたのは、呼ん
でくださる皆さん
が、私の踊りを観
て、笑顔で喜んで
くださることが嬉
しくて、頑張って

続けてこれました。 
 本当にありがとうございました。 

「渋谷秀子さん」は、どこか懐かしく美

しい歌声が心にしみます。 

 笑顔と元気を届けた
いと始めた歌のボラン
ティア。「待ってた
よ」の皆さんの笑顔に
迎えられ、懐かしの歌
を一緒に口ずさみま
す。私の話に涙した
り、笑ったりと1、2時
間あっという間です。
「また来てね」と手を
振られて、逆に元気を
もらって帰ってきます。これからも出会
いを大切に皆さんに喜んでいただけるよ
う、声が続く限り頑張ります。 

「チェリーズ ハート」は、フルートとヴィオリア

で、素敵な音楽を届けます。  

 代表 石幡政子さん 

 皆さんに喜んでいただけることが何よりの励み
になっています。自分自身が楽しんでできること
が、長くボランティア続けるコツだと思います。 

                
菅野律子さん 
 サロンでの演奏
再開に私達も元気
が出ました。演奏
する音楽を皆さん
の心に届けられる
事が私達の大きな
励みです。                            

自分の特技を生かしてみませんか？  
芸能ボランティアをしてみたい方は、下記までご連絡ください。（担当 市川）                                   

           ☆活動中のボランティアをご紹介します☆ 

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 11/9(火) 研修旅行 

3 
（東上・中区） 
おげんき会 11/17(水) 

(北部公民館） 
茶話会 

5 
（陣屋） 

和みの会 11/19(金) 
(ふれあい館） 
ちぎり絵 

6 
（下高屋） 

よらんしょ会 11/17(水) 
(下高屋公民館） 
笑いヨガ 

7 
（荒屋敷） 

出てこらんしょ会 11/18(木) 紅葉見学 

8 本町サロン 11/18(木) 
（うぶかの郷） 
フルート・ 

ヴィオリア演奏会 

11 サロンおいわけ 11/15(月) 
(追分町民会館） 

保育所ビデオ鑑賞 

12 西町サロン 11/18(木) 
（こころ館） 
お正月用 
リース作り 

13 桐ヶ窪サロン 11/10(水) 研修旅行 

14 
（諏訪） 

さわやか会 11/29(月) 茶話会 

15 
（久保八幡） 

やわたサロン 11/26(金) 
(久保八幡集会所） 

茶話会 

16 
（桑島・万正寺） 
桑の実会 11/19(金) 

(ふれあい館） 
茶話会 

17 成田サロン 11/20(土) 
(下成田公民館） 
茶話会 

18 
六丁目     

ふれあいサロン 
11/24(水) 

(六丁目会館） 
茶話会 

20 
（内の馬場） 

サロンうぶか 11/1(月) 健康講座 

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 
11/12(金)

11/26(金)         

(中屋敷集会所） 
茶話会 

22 
（南方部）     

喜楽(きらく)会 11/11(木) 
(南方部会館） 
茶話会 

23 田町お楽しみ会 11/10(水) 
(半田公民館） 

幼稚園ビデオ鑑賞 

24 
（上郡上代） 

わだいサロン 11/22(月) 研修旅行 

25 
（前屋敷） 
ふじの会 11/14(日) 研修旅行 

26 サロン南郷 11/5(金) 研修旅行 

27 サロン吉沼 11/8(月) 
(吉沼町内会館） 
茶話会 

28 サロン上成田 11/8(月) 研修旅行 

30 サロン松原 11/17(水) 
(松原公民館） 
健康講座 

31 
（西上） 

西上おげんき会 11/10(水) 
(北部公民館） 
健康教室 

32 道林サロン 11/7(日) 
(道林会館） 
茶話会 

33 中北さくら会 11/15(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 11/26(金) 
（ふれあい館） 

マジックショー 

Ｂ 
（ママカフェ） 

スマイル 11/11(木) 
（桑折公民館） 

骨盤エクササイズ 

11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 11月17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」 
 今回の朝ドラ「おかえりモネ」は、地元
宮城県気仙沼市に戻り、気象予報を通して
地元の漁業や農業に貢献しようとする女性
のお話です。私も桃の専業農家に育ち数々
の自然災害を体験してきました。眞鍋淑郎
氏のノーベル物理賞受賞もあり、今後時間
場所ともに詳しい天候が予測され、災害が
少しでも減ることを願っています。 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 

サロンだより 
 和みの会 代表 小濱紀恵子さん 

 「健康教室」オレンジカフェ 9月17日(金)  
 今年度に入って初めてのサロン開催で、会員の皆さんの
元気なお顔を拝見できて本当に良かったです。 
 また、桑折町地域包括支援センターの皆さんと一緒に楽
しく認知症についてお勉強しました。 

 桑の実会 代表 髙橋節子さん 

 「夢弦大 和のひびき」うぶかの郷 9月17日(金)   
 まだコロナ感染者が減らない中での開催で、皆さんとお
話したりお食事することができなくて残念でしたが、夢弦
大さんの三味線の音色が大変素晴らしく、秋の気配を感じ
ながらとても楽しい時間を過ごしました。 

 わだいサロン 代表 平井ミキさん 

 「健康講座」藤田総合病院  9月21日(火)  
 藤田総合病院の認知症初期集中支援チームの大貫作業療
法士の指導のもと、認知症予防の体操を教わりました。自
分だけでなく会員の皆さんと協力しながら、認知症の予防
と早期発見に努めていこうと思います。 

「元気シニアクラブ」スタッフ募集！ 
  社協では、日曜日、やすらぎデイもんもの運動機器を町民55歳以上の方に開放し、「元気 
 シニアクラブ」を運営しております。（現在休止中）再開に向け、スタッフを募集いたしま 
 す。会員の方の予約などの対応、機器の指導等を行っていただきます。 
   〇勤 務 日 毎週日曜日（月4回程度）8：30～16：30 
   〇募集人員  若干名 
   〇時  給 850円        （問合せ先 582－1155 事務局長 渡邉） 

 サロン吉沼 代表 安斉光子さん 

 「茶話会」 10月11日(月)  

 新型コロナウイルスの感染者も大分少なくなってきまし
たが、高齢でまだまだ不安なので、うぶかの郷からお弁当
をいただくことにしました。皆さんとても喜んで美味しく
いただきました。 

子育てサロン スマイルより 
  子育て中のお母さん！ 日頃の疲れを癒しましょう!! 

 日 時 11月11日（木） 10時～12時 

 場 所 桑折公民館（桑島）大ホール 

    （イコーゼ多目的スタジオから変更になりました） 

 内 容 骨盤エクササイズ 講師 ピュアネス福島 大内明子トレーナー 

  親子で音楽に触れあってみませんか!? 0歳児も大歓迎！(桑折町在住未就学児の親子対象) 

 日 時 11月27日（土） ①10時10分～10時50分（各回15組程度） 

             ②11時05分～11時45分（各回10分前より会場） 

     ※完全入替制・各回同じ内容になります。 

 場 所 「イコーゼ！」多目的スタジオ 

 内 容 マリンバ奏者 鴨田早希＆飯野未奈美 

     ♪さんぽ（となりのトトロより）♪パンダうさぎコアラ 他♪ 

 申 込 10月27日（水）～申込受付開始 ※受付先着順になります。 

     申込は、℡ 581-0255・582-1155 電話にて受付いたします。 

  ♪マリンバと遊ぼう♪ミニコンサート  桑折町社協 子育て支援事業 

参加無料 

  第3回「はなはな」朗読発表会を開催いたします。 

  皆様お誘い合わせの上、お出かけくださいますよう、心よりお待ちしております。 

    日 時 11月15日（月） 午後1時30分～3時 

    場 所 ふれあい館（北町） 

   内 容 心中未遂 他6編 

     その他 マスク着用でお願いします。 

  なお、朗読会「はなはな」は、毎月第1、第3月曜日、北町ふれあい 

 館で、午後1時30分から3時まで朗読の勉強会をしています。 

  興味のある方は、代表 虎岩義孝(582-2871)までご連絡ください。  

  「はなはな」  朗読発表会のお知らせ    

  令和３年度赤い羽根共同募金運動始まりました 

  桑折町共同募金委員会では、毎年10月に赤い羽根共同募金運動をしております。 

  社協（やすらぎ園内）に窓口を設置しておりますので、ご協力をお願いします。 

  町民の皆様には、町内会長を通じてご協力をいただきありがとうございます。 

  集められた募金の一部は、翌年度に桑折町社会福祉協議会が配分を受け下記 

 のとおり町内で活動する福祉団体への活動費の助成や高齢者を対象とする事業 

 資金として使われます。 

  ＜実施する事業＞ 

 ・福祉団体活動費助成事業 

 ・一人暮らし高齢者世帯を対象とした｢シニアいきいきの集い｣開催事業  

  ※昨年度と今年度は新型コロナ感染拡大防止のため｢まごころ弁当｣配布事業に変更 

過去には、社協が管理する児童遊び場の遊具設置なども行っています。 


